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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 

「ロータリー財団月間に因んで」 

上総泰茂ロータリー財団委員長 

 

前回例会報告（１０月２６日） 

点      鐘：島田 洋二郎会長   

ロータリーソング：四つのテスト 

四つのテスト唱和   

ビジターなし 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 

先週のガバナー公式

訪問例会、クラブ協議

会お疲れ様でした。翌

日銚子で地震がありま

したが、金曜日、鳥取

の倉吉で震度 6 弱の地

震が発生し、今でもそ

の余震が続いています。

半年前には熊本での震度 7の地震で大きな被害

が出たばかりです。このように災害が続くとど

うしても東日本大震災の時を思い出してしま

います。 

2011年、銚子ロータリークラブの織田さんが

ガバナーの年度ですが、2月 22日にニュージー

ランドで地震が起こり、日本の学生も亡くなら

れました。この地震への支援として 2790 地区

ではガバナーの判断で地区の「災害特別基金」

より 97 万円をまずは振込を致しました。この

災害特別基金は義援金が集まる前にすみやか

に被災地へ対応するために、常時約 1,000万円

を基金として準備してあるものです。その後、

毎日のように千葉銀行へ通い、各クラブからの

義捐金を整理しているさなかの 3 月 11 日に東

日本大震災が発生してしまいました。その後は

ニュージーランドの義援金と東日本大震災の

義援金がどんどん振り込まれてくることにな

り、ガバナー事務所はその振分に四苦八苦しな

がら整理をしていたのを思い出します。ニュー

ジーランド地震については 3月中にすべて処理

ができましたが、東日本大震災についてはその

後も振込が続いていました。ちなみに 2790 地

区でのニュージーランド地震についての義捐

金は約 220万円、東日本大震災は、地区内各ク
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ラブから約 3千 900万円、海外の姉妹クラブか

らが約 520万円でした。義捐金の額もそうです

が、この震災での被災があまりに広範囲で甚大

だったため、地区でも、またガバナー会でもそ

の取扱いについて話し合いが行われていまし

たが、ガバナー会の席で 2790 地区の織田吉郎

ガバナーはこの義援金を奨学金として活用す

ることを他の 33 地区のガバナーへ提案をされ

ました。結果、義捐金は直接被災地へ送り、そ

こで完結をするという意見が大多数で、この奨

学金の意見に賛同をしたのは東京を含め 10 地

区程度だったと記憶しています。 

その後、「ロータリー東日本大震災・青少年

支援連絡協議会」が立ち上がり、2580 地区(東

京・沖縄)のガバナー事務所を事務局とし、織

田ガバナーが委員長となりました。自分は銚子

のガバナー事務所をお預かりしていましたの

で、織田さんと一緒に千葉銀行へ行き、協議会

の通帳を作ってまずは 2790 地区の義捐金の中

から 1 千 20 万円を振込み、その後賛同地区か

らの義援金がこの通帳に随時移動をされてき

ました。これが、皆さんが第 1例会で寄付をさ

れている「ロータリー希望の風奨学金」の始ま

りです。そしてその時に作った「千葉銀行・銚

子支店・普通預金 3549340」の通帳は今でも継

続して使われています。 

この「ロータリー希望の風奨学金」は東日本

大震災で保護者を亡くされた大学生、短大生、

専門学校生、そして大学への入学を希望する高

校生を対象とした奨学金で、月々500,000 円の

交付で無返済となっています。現在、この奨学

金への賛同地区は北海道から沖縄までの 14 地

区と、それに銚子での地区大会の際に講演をさ

れたビチャイ・ラタクル氏の母国、3360地区の

タイを合わせて 15地区となっています。「ロー

タリー希望の風」についてはガバナー会でも、

また地区内でも様々な意見がありましたが、そ

の設立に織田さんを中心とした 2790 地区がか

かわっていたということをあらためてご確認

を頂ければと思います。 

さて、本日の卓話は加瀬貞治会員のお話です。

加瀬先生は 1974 年に銚子ロータリークラブへ

入会をされ、1993－94年度にクラブ会長、そし

て 1998 年には分区代理もされています。この

後の加瀬先生の卓話を楽しみに待ちながら会

長挨拶とさせて頂きます。 

 

臨時理事会報告 

１）石毛新入候補者の件…承認 

 

幹 事 報 告 

1. 11月のロータリーレート １ドル＝102円 

…ガバナー事務所 

2. 第 37 回銚子市民バザール大会報告会の開催

について 

…銚子市社会福祉協議会 

【例会変更】 

波崎ＲＣ 

11月 3日（木）祝日のため休会 

 

 

会員の記念日 

☆入会記念日 

宮内 清次会員（10月 26日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコＢＯＸ 

✧金島 弘会員 

ひびき連合会４０周年記念

映像祭をイオンシネマ銚子

で１１月１１日１９時より

行いますのでおでかけ下さ

い。 
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卓  話 

「職業奉仕の原点を訪ねて」 

加瀬 貞治会員 

ロータリーの原

点と申しますと舞

台はアメリカ中西

部、人は各地の村や

町からシカゴに集

まった者達で、その

中心にポール・ハリ

スがいたと思って

いました。 

大筋は間違って

いないのですが少しニュアンスが違うようで

す。 

舞台はシカゴが中心ですが、今日は他にラシ

ーヌとウォリングフォードと云う耳なれない

名前が出てきます。 

ラシーヌ（ウィスコンシン）はハリスが生れ

た町です。 

ウォリングフォードは、ハリスの祖父母が住ん

でいた村です。バーモント州は馴染みのない州

ですが、アメリカ合衆国発生の十三州の１つで、

北東部の山祐の静かな処です。 

シカゴは北米大陸の横幡で、東から３分の１

にある西部への入口です。イギリス統治時代に

は砦があった所で、ｃｈｉｃａｇｏはどう見て

も「チカゴ」です。 

当時最も発展中の中西部の中心都市です。ア

メリカ各地から、又国外から多くの人が流入し

ていました。 

３才のハリスは何も知らないうちにこの町

を通り過ぎています。 

アイオワ大学に入学する前に１週間此処の

友人の家に宿泊し、感動しています。やがて一

生の住み処になるのです。 

 ３才のハリスに何があったのでしょう。彼の

生れた処は、ウィスコンシンのラシーヌです。

両親の離婚で、困った父親が彼と兄を祖父母に

あずけに行ったのです。その通り路です。 

成長したハリスは、祖父の強い望みで弁護士に

なる為にアイオワ大学の法学部に入りました。 

卒業後５年の社会体験の後、シカゴに住みま

す。 

何回もパートナーを変え苦労しました。やが

て「破産法」が通過し、仕事が増え、所謂成功

者の１人となりました。然し心の透間を感ずる

ようになり休暇をとり、故郷ウォリングフォー

ドをおとずれます。 

  祖父も祖母も今は無し。昔の家は他人の物。

然し旧知の人々が温かく彼を迎えてくれまし

た。素朴で平穏無事な村の生活、村の人達のう

ち解けた友情と相互扶助の精神でした。 

医者や弁護士、鍛冶屋、食糧、雑貨店、金物

屋の主人や獣医等が、各々自分の熟練した技術、

知識と経験とを結集して他人を助け、そうする

事によって村人の愛に何等かの貢献をしてい

るのです。 

親切でしっかりした連帯感で結ばれた村の

生活をそのままシカゴに移せたらと考えたの

ではないでしょうか。 

 ロータリーの始まりの４人の話はどなたも

よくご存じの通りです。 

石炭商のシルベスター・シール 

鉱山技師のガスターバス･ローア 

洋服商のハイラム・ショール 

そして弁護士のポール・ハリスです。 

おやと思ったのは、チャーターメンバーのロ

ーアとショールは２年一寸で抜けているので

す。 

５番目の印刷屋のハリー・ラクルスがいなか

ったら、ロータリーは無かったかも知れません。

シールとハリスの２人は人世の終りまでロー

タリアンでした。死後のお墓まで隣り同志だそ

うです。 

３つ目は、この集団に名前さえ無くロータリ

ーは後からついたとの事です。 

最初の社会奉仕として有名な「公衆トイレの
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建設」の話が出る迄サービスと云う言葉はハリ

スとシールの２人の胸の中にだけあったよう

です。ロータリーのマークを作った人も、全員

で唱い始めた人も別人でした。定款と細則の立

案をしたのは可成り後の人でサラリーマンや

非営利的職業人の入会はずっと後になってか

らです。 

 ロータリーの特徴は革命的と云うよりは進

化的なところにあり、生れた子供が成長して、

より良い思考を持ってきている。と云う事にな

るのでしょうか。 

 

報 告 

米山奨学生カウンセラー 松本恭一会員 

 １０月２０日、成田空港南 RC で金秀斌君が

卓話を行いました。約２５分、自己紹介、これ

からの目標等、銚子クラブで行なった以上に

堂々と話し終えました。渡邊会長、地区米山の

冨委員長始め皆様に歓迎していただきました。

大変アットホームな雰囲気のクラブでした。 

【出席報告】 

会員総数４１名 

出席計算３９名 

出  席２６名 欠席１３名 出席率 66.67% 

欠  席：伊東君・金子君・越川君・丸山君 

宮内(龍)君・宮崎君・大岩君 

大里君・坂本君・櫻井(公)君 

杉山君・富永君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】  

10/25 船橋みなと RC 髙木君 

10/26 次年度地区委員会 丸山君 

10/27 分区会長幹事会 石毛君・島田君 

 

【ニコニコ】 

 

 

千葉科学大学 RAC 11 月の例会は 

10日(木)・24日(木)です。 

 

ニコニコ BOX ￥ 4,000 計 ￥182,000 

スモールコイン ￥ 2,719 計 ￥ 18,290 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 16,660  

希望の風 ￥ ― 計 ￥105,100 

次週のプログラム（１１月９日） 

「新入会員卓話 」 

副島 賢治会員 

お弁当：あぐり（幕の内） 

11 月例会プログラム 

11月 16日「米山奨学生卓話」 

米山奨学生 リュウ シュエフェィダン様 

 

11月 23日 休会 （勤労感謝の日） 

 

11月 30日「私の職業奉仕感」 

地区ロータリー研修委員会  

副委員長 諸岡 靖彦様（成田 RC） 

 

 


