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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 

「銚子ロータリークラブの遍歴 PART１」 

青野 秀樹会員 

 

前回例会報告（１２月７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 

米山奨学生 金 秀斌様 

 

第６０回年次総会 

定足数確認：会員４２名 出席３１名 

会員総数の３分の１をもって成立 

（細則第５条第３節） 

石毛充幹事総会成立確定報告 

次年度役員選出の件 

高橋宏資指名委員長 指名報告 

（定款第８条第２節・細則第５条第１節） 

２０１７～１８年度 

会 長：松本 恭一 

副会長：金島  弘 

理 事：高瀬 幸雄・宮内 秀章・佐藤 直子

丸山 泰典・上総 泰茂 

島田洋二郎(直前会長） 

幹 事：小林 昭弘 

会 計：金子 芳則 

 

 

会長挨拶 
まずは、本年度の

年次総会、無事終了

いたしました。今日

より本年度、次年度、

それに加えて 60 周

年実行委員会が同時

に動いて行くことと

なります。皆様には

改めてご協力をお願

い致します。 
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昨日ですが、田中青少年奉仕委員長、丸山ロ

ーターアクト委員長、そして石毛幹事と一緒に、

千葉科学大学ローターアクトの木村会長をと

もなって、八日市場ロータリークラブの例会へ

伺ってきました。2 年前の大川会長の時から、

八日市場もアクトの提唱クラブになりたいと

いうことを聞いておりました。そして昨年の平

野会長年度に決定をしたことで、本年度の江波

戸会長より、例会に来て頂きたいというお話が

あり、出席をした次第です。ただしですが、江

波戸会長は提唱クラブになるための書類が有

ることを御存じなかったので、こちらで準備を

して昨日会長のサインを頂き、結果的に下期よ

り正式に提唱クラブになるということで、クラ

ブ負担金 50,000円を頂いてきました。 

また、八日市場も昨日が年次総会で、総会の

模様を拝見することも出来ました。八日市場ロ

ータリークラブは国際ロータリーの方針通り

に組織も変え、細則もそれに合わせて変更をさ

れていました。例会も月 2回以上とすることも

細則に加えられたようです。ただし昼の例会を

2 回以上とすることで、これまで通り毎週例会

は行うこととなると思います。 

今日は時間も押しておりますので早めに終

わることとしますが、本日の例会は高橋クラブ

研修委員長の定款についてのお話です。規定審

議会の結果を受け、定款が大きく変わることに

なりましたが、年度当初早くより、今日の総会

の日に合わせて、定款についての卓話を髙橋委

員長にお願いをしてありました。本来ですと 3

年ごとに更新される手続要覧が 11 月に出てい

てもおかしくないのですが、今日に間に合わな

かったことが残念です。髙橋委員長は手続要覧

やロータリーの資料を読むことがゴルフより

も好きなお方ですので、今日の卓話をお聞きす

るのを楽しみにしておりました。髙橋委員長に

は改めてよろしくお願い致します。 

最後に、このあと理事会報告でも皆さんにお

伝えすることとなりますので、それよりも早く

この場でお話をさせて頂きます。 

先週の例会が始まる前に、宮崎会員が私のと

ころまでいらっしゃって、「今月をもって、ク

ラブを退会させて頂きたい」と言われました。

仕事が大変忙しく例会に出られなくなるとい

うことで、理事会で諮って下さいとのことでし

た。宮崎会員よりその日に退会届を受け取らせ

て頂きましたが、かといって、「はい、わかり

ました」といって理事会にかけるわけにはいき

ませんので、先週は「お預かりをさせて頂きま

す」とお伝えをしました。その日の夜に、杉山

さん、青野さんにその旨をお伝えしてご相談を

させて頂きました。そのあと金子会員からもご

連絡を頂きましたが、後日、宮崎会員のお考え

は変わらないことをお知らせいただき、今理事

会で、残念ではございますが退会届を受理させ

て頂くこととなりました。宮崎会員には、多少

でも体の余裕がお出来になりましたら、銚子ロ

ータリークラブに帰ってきて頂きたい旨をお

伝えして会長挨拶とさせて頂きます。 

 

理事会報告 
１）12月 1月 2月プログラムの件   

…合同例会については継続審議、他承認 

２）クリスマス例会での募金の件   …承認 

３）下期会費の件        …継続審議 

４）合同例会の件        …継続審議 

５）第 1回日本ＲＹＬＡセミナーの件 …承認 

６）宮﨑会員退会の件        …承認 

 

幹 事 報 告 
【週報拝受】銚子東ＲＣ、波崎ＲＣ 

1. 疾病予防と治療月間リソー

スのご案内 

2. ｱﾄﾗﾝﾀ国際大会登録者数の確

認と「千葉ナイト in Atranta」

のご案内 

3. 第 1 回日本 RYLA セミナー開

催のお知らせと受講生推薦

のお願い 

4. My ROTARYの大規模メンテナンス 

5. RLIパートⅠ開催案内発信のお願い 

…以上、ガバナー事務所 

6. 地区委員就任ご承諾の御礼 

…ガバナーエレクト事務所 

7. 2015-16年度事業報告 

…一般社団法人ロータリーの友事務所 

8. 2015 年事業報告書送付と基金へのご寄付の

お願い 

…一般財団法人比国育英会バギオ基金 

9. 平成 29年銚子市消防出初式のご案内 

…銚子市消防本部 

10. 平成 29 年銚子商工会議所賀詞交歓会開

催のご案内     …銚子商工会議所 

 

【例会変更】 

波崎 RC 

12月 15日(木)クリスマスパーティのため 

点鐘 18時半 ニュー鹿南 

   29日(木)年末年始のため休会 
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銚子東 RC 

12月 20日(火)年末家族会 点鐘 18時半  

ニュー大新 

   27日(火)定款第 8条第 1節 Cにより休会 

（年末） 

1月  3日(火)定款第 8条第 1節 Cにより休会 

（年始） 

八日市場 RC 

12月 20日(火)成田ビューホテル 点鐘 18時半 

クリスマス家族会のため 

27日(火)定款により休会 

 

会員の記念日 
☆お誕生日おめでとうございます。 

宮内 龍雄会員(12月 4日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆創業記念日   

上総 泰茂会員(12月 1日） 

 

ニコニコＢＯＸ 
✧宮内 清次会員 

先週は誕生祝いありがと

うございます。記念品の

ランタンライトは大事に

使わせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓  話 

「2016 年規定審議会クラブ関係の 

主な決定事項に関する考察」 

高橋 宏資 クラブ研修委員長 

 3 年に 1

度の規定審

議会が今年

4 月 10 日よ

り 5 日間米

国シカゴ市

で開催され

ました。１

８１の議案

が出ており、

その内６１の制定案が採択されました。国際ロ

ータリー定款・細則、そして標準ロータリーク

ラブ定款の改正がいつになく大きな改正とな

り、我々のクラブの活動にも影響が生じてきま

す。 

 そこで今回の改定について、手続要覧の正式

な文章が出ていない中、特にクラブに関すると

ころをわかる範囲で説明してみたいと思いま

す。 

・2016-01 クラブの理事会の議事録を 60 日以

内に全会員が閲覧できるようにする。（理事会

メンバーだけの秘密とすべきでない） 

・16-02 クラブ会計を理事会メンバーと規定

する。 

・16-05 CLP に基づく 5 つの常任委員会を最

低必須とする。 

    ☆クラブ管理運営 

    ☆会員増強 

    ☆公共イメージ（広報改め） 

    ☆ロータリー財団 

    ☆奉仕プロジェクト 

・16-06 クラブの目的（Purpose）が第 3 条と

して新設される。 

・16-07 入会金規定を廃止する。入会金とい

う言葉を定款から削除する。入会金はクラブの

細則にゆだねる。 

・16-10 5 大奉仕部門の職業奉仕の定義に『自

己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに役

立てるために、クラブが開発したプロジェクト

に応えることが含まれる』を追加する。 
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・16－21 新設された定款第 7 条に、少なくて

も月 2 回の例会を行わなければならない、とあ

り、定款第 8 条第 1 節の、毎週 1 回、細則に定

められた日および時間に定期の会合を開かね

ばならない、と矛盾するけれども、クラブ例会

の頻度と出席に関する規定を各クラブ細則で

定める。 

・16－26 祝日のある週はクラブ例会の取り消

しができる。 

・16－34 

・16－35 出席免除の規定を改正する。育児休

暇の出席免除が追加される。出席免除会員はロ

ータリー歴 20年以上で年齢との合計 85年以上

で申請することができる。 

・16－99 人頭分担金の増額が決定される。 

   17－18 年度 60 ドル 

   18－19 年度 64 ドル 

   19－20 年度 68 ドル と改定する。  

 以上です。   

 

 

 

 

 
金 秀斌君へ 

米山奨学金交付 

 

 

 

委員会報告 

宮内 龍雄クラブ情報委員長 

 2016－17 年度も半年が過

ぎようとしています。12 月

のロータリーの友では、P7

～12 に「奉仕、その後」と

いう記事で、創立記念事業や

社会奉仕事業で、地域の施設

に記念品や花壇、備品などを

寄贈したクラブの、その後の

ケアやメンテナンスの実際が掲載されていま

す。我がクラブも 60 周年を控え、大変参考に

なる記事と思います。 

またＰ16 よりロータリー日本財団の平成 27

年度事業報告が有ります。日本全国約 89,200

名のロータリアンから集めた会費や寄付の金

額や事業内容が報告されています。皆様も私た

ちが出した資金の内容につきてご確認してい

頂きたいと思います。「友愛の広場」には、ロ

ータリアンから興味深い投稿文が、沢山寄せら

れています。来年も「ロータリーの友」を読ん

で元気に過ごしましょう。 

 

【出席報告】 

会員総数４２名 

出席計算４０名 

出  席３１名 欠席９名 出席率 77.50% 

欠  席：伊東君・石毛(英)君・越川君 

宮﨑君・永澤君・大里君 

櫻井(公)君・富永君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】  

12/8 冬の交通安全運動出動式（参加 8名） 

石毛君・金子君・金島君・木曽君・越川君 

大岩君・大里君・田中君 

12/ 9 次年度分区会長幹事会 小林君・松本君 

12/11 地区 RAC運動会 丸山君 

12/13 両 RC正副会長幹事会 

 石毛君・小林君・松本君・島田君 

【ニコニコ】 

 

ニコニコ BOX ￥  5,000 計 ￥231,000 

スモールコイン ￥  ― 計 ￥ 25,290 

米山 BOX ￥  3,000 計 ￥ 25,610  

希望の風 ￥ 29,000 計 ￥161,100 

次週のプログラム（１２月２１日） 

夜間移動例会 クリスマス家族親睦会 

会場：太陽の里  点鐘： 18時 

 
 

      

送迎バス  

市役所 17:20分 

銚子駅  17：30分出発です 


