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THE ROTARY CLUB OF CHOSHI 

創 立 昭和32年３月２３日 

RI承認 昭和32年４月１５日 

会 長 島 田 洋二郎 

副会長 松 本 恭 一 

幹 事 石 毛   充 

会 計 金 子 芳 則 

例会日時 毎週水曜 12:30～ 

例会場  銚子商工会館５F大会議室 

事務所  銚子市三軒町19-4 

     銚子商工会館4階 

電 話  0479-23-0750 

ファクス 0479-25-8789 

E‐mail  rotary@choshinet.or.jp 

URL http://www.tcs-net.ne.jp/~crc   

2016～2017年度 ＲＩテーマ 

人類に奉仕するロータリー 

ROTARY SERVING HUMANITY  

2016〜2017ＲＩ会長 ジョンF.ジャーム 

 

国際ロータリー第2790地区 

銚子ロータリークラブ会報 

第２７９０地区 

ガバナー 青木貞雄 (成田コスモポリタンＲＣ)  

広報・会報委員会 委員長 信太 秀紀 

委  員 金子 芳則  

 
 

、兒玉 英子  

今週のプログラム 

「米山月間に因んで」 

大里忠弘米山記念奨学会委員長 

 

前回例会報告（１０月５日） 

点      鐘：島田 洋二郎会長 

国歌君が代斉唱 

ロータリーソング：奉仕の理想 

四つのテスト唱和 

ビジター紹介： 

第 7分区ガバナー補佐 鈴木勝彦様 

補佐幹事 小川 不二夫様（写真左） 

補佐幹事 鈴木 英人様（写真右） 

米山奨学生 金 秀斌様 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 
10月に入りました。先週は夜間移動例会の観月

会、遠山親睦委員長には本当にご苦労様でした。

また委員会を越えてのご協力を頂いた櫻井会員、

小林会員にはお疲れ様でした。そして有難うござ

いました。今日は 2週間ぶりの通常例会、鈴木様

をお迎えしてのガバナー補佐公式訪問例会とな

ります。鈴木様には本年度に入り 3回目の銚子ク

ラブということになります。この後のクラブ協議

会も含めてよろしくお願い申し上げます。鈴木様

の奥様が銚子の山十商店のお嬢様と前にご紹介

をさせて頂きましたが、地区大会の晩餐会で奥様

にご挨拶に伺い、なんと私の

姉と同級生ということが分

りました。後日姉に電話をし

たところ時々連絡を取って

いるということでした。鈴木

様には姉共々今後ともよろ

しくお願い申し上げます。ま

た、遅くなりましたが補佐幹

事の小川様そして鈴木様に

はお忙しい中ご出席を頂き本当にありがとうご

ざいます。 

月曜日には東京工業大学の大隅良典栄誉教授

がノーベル医学・生理学賞を受賞という素晴らし

いニュースも飛び込んできました。 

さて、今月は「米山奨学月間」加えて 6つの重

点項目の中の「地域と経済の発展のための月間」

となります。先週の観月会では高橋会員がジャン

ケン大会で勝ち抜いて見事優勝、「高橋梅吉」と

なりました。高橋会員には心よりお祝い申し上げ

ますと共に、早々にご寄付を頂きましたことに御

礼申し上げます。 

米山奨学会は基金を集めての民間の奨学会と

しては最大のもので、現在、基本財産が約 50億、

積立金 31億と合わせて 81億円の資金となってお

り、そのうちの 90％以上が純粋な奨学金に充てら

れています。赤十字を例にあげれば管理費や運営

費、人件費などの諸経費を除いて真水が 60 パー

セント弱ということですので、米山がいかに特別

な団体かがわかると思います。また、米山奨学会

と合わせて「米山学友会」というものがあります。

奨学生が卒業後、各国、日本国内各地区で組織し

た団体で、国としては昨年度スリランカが加わり、

これまでの韓国、台湾、中国、タイ、ネパール、
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モンゴルを加えて 7か国に学友会があり、日本と

の懸け橋、そして世界のネットワークとして活躍

をしており、政治家や政府高官になった学友も居

ります。国際ロータリーからも正式な奨学団体と

して承認され、名実ともに「世界の米山」となっ

ているのが現状です。 

最後になりますが、本日の会報に「ロータリー

の樹 2016」というものを載せさせて頂きました。

これは地区大会の第 1 日目の渡辺 RI 会長代理の

基調講演の中で流されたものですが、その解説が

今一つよく解りませんでしたので、一先ず皆様に

はこの図をご確認頂き、後日調べてからこれまで

のものと比較してお伝えすることとして、本日の

会長挨拶とさせて頂きます。 

理事会報告 

１）１０月１１月１２月プログラムの件 …承認 

２）両クラブ合同スポーツ大会決算案の件…承認 

３）観月会決算案の件         …承認 

４）ガバナー補佐訪問クラブ協議会の件 …承認 

５）ガバナー公式訪問の件       …承認 

６）新入会員カウンセラーの件     …承認

上総泰茂会員に決定 

７）次年度地区委員推薦の件      …承認 

８）猿田会員出席規定免除の件     …承認 

 

幹 事 報 告 

【活動計画書拝受】佐原 RC 

【週報拝受】鹿島臨海 RC、波崎 RC、佐原 RC 

1. 財団室 NEWS 10月号 

2. 青木年度 第 1回ツーリングのご案内 

3. 経済と地域社会の発展月間ﾘｿｰｽのご案内 

…以上、ガバナー事務所 

4. 次期地区委員長出向のお願い 

…ガバナーエレクト事務所 

【例会変更】 

小見川 RC 

10月 12日(水）15日の情報研究会に振替休会 

旭 RC 

10月 18日(火) ガバナー公式訪問 

八日市場 RCと合同例会 

21日(金）ガバナー公式訪問へ振替休会 

    28日(金）夜間例会 点鐘 18時半 

八日市場 RC 

10月 18日（火）ガバナー公式訪問のため 

例会場変更ふれあいセンター（匝瑳市） 

波崎 RC 

10月 20日(木) 19日(水)研修会参加へ振替 

 

会員の記念日 
☆創業記念日 

堀米秀和会員（10月） 

ニコニコＢＯＸ 
✧大ニコニコ 加瀬 貞治会員 

卒寿の祝に大きなプレゼントを

頂きました。おかげでメガネが若

返りました。 

 

 

✧大ニコニコ 金子 芳則会員 

9/21 交通安全功労者の表彰を受けま

した。本来であれば宮﨑前年度社会

奉仕委員長の予定でしたが、諸般の

事情により金島委員長より推薦をい

ただきました。ありがとうございま

した。これからも交通安全に貢献し

てまいります。 

 

✧金島 弘会員 

先週６０周年記念事業、無事に終わ

り千葉日報、銚子テレビに取材して

頂き、皆様のご協力有難うございま

した。 

 

✧遠山 靖士会員 

観月会御協力ありがとうございまし

た。 

 

 

 

✧副島 賢治会員 

先週の観月会では、私の歓迎会も兼

ねて開催いただき誠にありがとうご

ざいました。 

 

 

卓  話 

「ロータリー２８年を顧みて」 

第 7分区 ガバナー補佐 

鈴木 勝彦 様（八日市場ＲＣ） 
皆さん今日は。本年度、

第 7分区ガバナー補佐を

つとめさせていただい

ております八日市場ク

ラブ鈴木勝彦でござい

ます。大型の台風 18 号

が今日、日本を直撃しよ

うとしております。被害

のないことを祈りたい

と思います。過日 9 月 25 日（日）の地区大会参

加されました皆様ごくろうさまでした。今年の地

区大会の催しはいかがでしたでしょうか。 

さて、本日は来る10月19日（水）青木ガバナー
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を迎えて、銚子・銚子東両クラブの合同公式訪問

を控え、その資料集めのための訪問ということで

ガバナー補佐、同幹事小川不二夫、鈴木英人の３

名にて訪問させていただいております。よろしく

お願い申し上げます。 

また、例会卓話者としてお話をさせていただく

機会を頂戴いたしました。ロータリー28年を顧み

て雑感を述べさせていただきます。 

私事、平成元年 6 月の入会でございます。入会

時は私は 41 才。銚子 RC の義父室井治郎八から

次のような心がまえを頂戴し、これがロータリー

人生の礎となりました。 

①入るからには例会には仕事と思って時間を作

れ。あとは商売をしっかりやれ。同業者が一番良

く見ている。遅れをとらないように。 

②ロータリー年度の最初と最後の例会は欠席し

ないこと。年間 60%以上の出席と、例会以外では

地区大会、分区の I.M.、R 情報研修会は欠席しな

いように務めよ。 

③姿勢としては、平会員の時が大事。みんなみて

いる。 

当時、R 情報研修会は分区の行事として毎年開

催されておりました。地区大会、I.M.R 情報研修

会に出ることによって、ロータリーのしくみが

段々とわかってまいりました。 

その中で一番印象に残っていることば、 

ロータリーは、一言でいえば利他の心を養うとこ

ろ。人を育てると共に、献身的な奉仕活動を行う

団体。であります。 

利他の心とは、辞書を引きますと自己よりまず

他人の利益・幸福をはかるとあります。この利他

の心を養うということは自分自身が「我」を捨て、

「謙虚」でなければなりません。つまりは、謙虚

さを学び、争い事は避けることに通じると。R 情

報研修会で学ぶテーマの中で最も心するところ

であります。「利他の心を養う」の実践として私

が手掛けた工事 2 件で不備があり、おわびをする

と同時に、新しい品にて全面屋根の葺き直しをさ

せていただくことがありました。さらに、クラブ

内でもたいへんな迷惑をかけたこともございま

した。 

平成 10～11 年会長梅原一郎さんのもとで幹事

をおおせつかりました。銚子クラブでは三枝先生

が会長、岩瀬さんが幹事同期でございました。こ

の時、梅原会長からクラブの人事、事業、予算に

ついて全部まかせるから幹事の私に案を出すよ

うに指導を受けこれがたいへん勉強になりまし

た。しかしながら、スタートして 3 ヶ月。9 月に

私は交通事故に遭い、翌年の 5 月始めまで 8 ヶ月

入院生活をすることになり、副幹事の大塚栄一さ

んに幹事代行をお願いすることになりました。梅

原一郎さん、大塚栄一さんには、私はその後の人

生において迷惑をかけたおわびと、ご恩に報いて

いかねばなりません。 

八日市場クラブではロータリー入会の際には、

皆さんの前にて、ロータリーの目的（綱領）と四

つのテストの唱和を行っております。ロータリー

の目的四項目の持つ意味が利他の心を養うこと

であり、四つのテストの実践においては親しい人、

親しくない人、それぞれに差をつけない。公平に

おつきあいすることの大事さ。奥田大先輩が頭の

中に入れていた人事面での公平さ。当時の歴代会

長さんがガタガタ言わなかつた歴史に唯々頭が

下がる思いがします。 

八日市場クラブ 55 年の歴史の中で丁度半分の

28 年私はロータリーバッチをいただいて在籍さ

せていただきました。私が入会して 10 年、出席

率については以外とこだわった歴史の中で会員

同士の争い事は避けよと常々指導いただいた八

日市場クラブの先輩方には改めて感謝している

今日でございます。 

ガバナー補佐予定者として、昨年 9 月第 1 回の

会議の席でこれくらいは勉強するようにと言わ

れ、何冊かの資料の中で「これだけは知っておき

たいロータリーの基礎」の本にて、ロータリーの

心を再確認いたしました。 

来る 10 月 19 日（水）の銚子クラブ・銚子東ク

ラブの合同公式訪問への皆様方の参加を切にお

願い申し上げ、卓話にかえさせていただきます。

ありがとうございました。 

 

 

委員会報告 
宮内龍雄クラブ情報委員長 

ロータリーの友 10月号 

今月もロータリーの友は

盛沢山の内容になっていま

す。特に 1964 年 10 月に開

催された、東京オリンピッ

クに我がロータリーがどの

様に関わったのが大きく特

集されています。国立競技

場に設置された聖火台の大

理石の台座は 1961 年に開かれた東京ロータリク

ラブをホストクラブに、国際ロータリー年次大会

の記念事業委員会が記念事業として304万円に寄

付で設置されたと、書かれています。また札幌オ

リンピックや長野オリンピックでも同様の寄付

が行われています。来る 2020 年の東京オリンピ

ックでも聖火台を寄付することになると大変な

金額が必要になると思います。皆さん頑張って聖

火台貯金を始めましょう。 
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地区大会表彰 

長寿ロータリアン表彰 

加瀬貞治会員  兒玉英子会員 

 

 

 

 

 

 

金秀斌君へ 10月分奨学金交付 

 

 

 

 

 

ガバナー補佐訪問 第 4回クラブ協議会 

            13：40～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出席報告】 

会員総数４０名 

出席計算３７名 

出  席２９名 欠席８名 出席率 78.38% 

欠  席：伊東君・越川君・丸山君・大里君 

杉山君・富永君・高橋宏明君 

永澤君 

【Ｍ Ｕ】  

9/30薄暮時街頭監視（８名） 

 
青野君・石毛君・金子君・金島君・宮﨑君 

大岩君・信太君・田中君 

 

10/4銚子東 RC 島田君 

 

 

【ニコニコ】 

 

ニコニコ BOX ￥ 33,000 計 ￥ 171,000 

スモールコイン ￥  2,800 計 ￥  15,571 

米山 BOX ￥ ―  計 ￥  14,260  

希望の風 ￥ 28,000 計 ￥ 105,100 

次週のプログラム（１０月１９日） 

「ガバナー公式訪問」 

国際ロータリー第 2790 地区 

ガバナー 青木 貞雄様 

（成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝ RC） 

※例会終了後、クラブ協議会開催 

お弁当：高浦（幕の内） 

例会プログラム 

10月 26日「私の職業奉仕感」 

     加瀬 貞治会員 

 

11月 2日「Ｒ財団月間に因んで」 

     上総 泰茂Ｒ財団委員長 

 

 

 

 


