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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 
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事務所  銚子市三軒町19-4 

     銚子商工会館4階 

電 話  0479-23-0750 
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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 

「地区国際奉仕活動の現状」 

髙木浩一国際奉仕委員長 

 

前回例会報告（３月２９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 

ビジター紹介：なし 

会長挨拶 
 

３月 18日の 60周年式典、

そして祝賀会、本当にお疲

れ様でした。当日出席を頂

いた皆様から、手作りでと

ても良い周年式典でしたと

いう、うれしいご意見を複

数の方から頂きました。こ

の 60周年、青野秀樹さんを

実行委員長、杉山俊明さんには副実行委員長とし

て、式典部会委員長が佐藤直子さん、記念事業委

員長を金島弘さん、総務は松本恭一さんにそれぞ

れお願いを致しまして準備を進めてきました。昨

年の 7 月 20 日には元国際ロータリー会長・田中

作次様を迎えての記念例会、9 月には記念事業の

実施を終えて、今年に入ってからは 2 月、3 月は

毎週、実行委員会会議を開いてきました。実行委

員会の皆様にはこの場をお借りして御礼申し上

げます。出席頂いた皆様には、すでに先週の金曜

日に、お礼状を送らせて頂いております。後は記

念誌の作成、これからは松本さんと櫻井公恵さん

の出番となりますのでよろしくお願いします。式

典が終わった後、石毛幹事との電話の中で、「周

年が終わって何となく気が抜けたような感じ」と

いいましたら、「あと 3 か月あるのでシッカリや

ってください」と、叱られました。 

22日には坂本会員の送別会を「あぐり」にて開

催を致しました。また、周年式典の打ち上げも兼

ねさせて頂くことといたしましたが、言葉を選ば

ず申し上げれば便乗をした・・ということになり

ます。乾杯をして頂いた宮内清次さんから、「送

別会と打上を一緒に行うのは・・」とも言われま

したが、まったくその通りだと思います。ただ、

これまでかなりの時間、皆さんにご負担もかけて

きましたし、坂本先生には式典でのソングリーダ

ーとして、またコーロハモンティアーノとしても

ご活躍を頂いたということも有りますので、皆さ

んには送別会も兼ねてということへのご理解と

ご了承をあらためてお願い致します。 

26 日にもコーロハモンティアーノの皆さんに

よる送別会が開かれましたが、その日は習志野へ

行っていて出席できず、申し訳ありませんでした。

坂本先生は、もうすでに岡山での新しい生活が始

まっていると思います。改めてご活躍とご健勝を

お祈り申し上げます。 

25日の土曜日、千葉科学大学の学位記授与式が

執り行われました。薬学部、危機管理学部、大学

院薬学研究科、大学院危機管理学研究科、そして

留学生別科とそれぞれ学位の授与が行われ、木曽

学長の式辞、加計学園・加計幸太郎理事長の告辞、

越川市長はじめ来賓の方々からの祝辞と続きま

して、終りに修了生の男女 2名が謝辞をされまし

たが、修了生全員が起立をして、全員が向きを変

えながら、先ずは保護者の皆さんへ、そして来賓
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へ、壇上の関係者へ、最後に先生方、学校関係者

の方々へと御礼の言葉を続けました。とても素晴

らしかったと思いますし、感動もさせて頂きまし

た。最後に出席者全員が起立をして「仰げば尊し」

を歌いましたが、私自身本当に久しぶりに歌いま

した。小学校、中学の卒業式では最近ではあまり

歌われなくなったようですが 1番から 3番まです

べて歌いましたが、改めて良い歌だなと思いまし

た。 

さて、今日の卓話は、千葉科学大学・留学生、

米山奨学生の金スビン君のお話の予定でしたが、

金君の都合が悪くなり、急遽カウンセラーの松本

副会長がお話をされることになりました。先日開

催された会長エレクト研修セミナー＝PETS につ

いて、また次年度についてのお話をされるとお聞

きしています。松本会員には今日になって突然の

出番になってしまいましたが、よろしくお願い致

します。また、皆様にも急遽変更ということをご

了解頂ければと思います。金君も米山奨学生とし

て今月をもって卒業となります。しばらくは銚子

にいるということですので、また機会をみて卓話

ではなくてもお話の場を設けることが出来ると

思います。 

早いもので今年度も残すところあと 3か月とな

りますが、まだ未消化の事業もございます。皆様

には改めてご協力をお願いを致します。 

幹 事 報 告 
【週報拝受】 

八日市場ＲＣ、成田空港南ＲＣ、旭ＲＣ 

1. 2017 年ロータリー国際大会投票代議員用の

書類        …RI日本事務局 

2. 第 17回浦安チャリティーウォークのご案内 

3. ﾛｰﾀﾘｰ国際囲碁大会のご案内 

4. 地区研修・協議会表彰のご案内 

5. ｱﾄﾗﾝﾀ国際大会信任状（委任状）について 

6. 2017年 4月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ １ドル＝116円 

…ガバナー事務所 

7. 地区予算案ついて 

8. 4月 22日地区研修・協議会ご登録確認 

…ガバナーエレクト事務所 

9. 平成 29年度春の全国交通安全運動実施要綱 

…銚子市交通安全都市推進協議会 

10. 創立６０周年記念式典ご出席者の送迎バス

について    …茂原ロータリークラブ 

11. 米山梅吉記念館 館報 2017春 vol.29 

賛助会ご入会のお願い 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

12. いのちのための緊急のお願い 

（ひろくんを救う会） 

…第 2820 地区青少年奉仕委員長 

13. ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ石井亮太郎様よりお礼状拝受 

【例会変更】 

旭ＲＣ 

4月 28日（金）夜間例会点鐘６時 30分 

成田空港南ＲＣ 

4月 11日（火）夜間移動例会東金 RCとの合同例会 

点鐘 18時 八鶴亭 

  13日（木）11日振替休会 

  20 日（木）夜間移動例会 点鐘 18 時 30 分

シーブリーズ 

  27日（木）休会（29日昭和の日） 

会員の記念日 
☆誕生日おめでとうございます。 

 

大岩 將道会員（3月 20日） 

 

 

 

 

 

杉山 俊明会員（3月 23日） 

 

 

 

 

 

高瀬 幸雄会員（3月 23日） 

 

 

 

 

 

伊東 正博会員（3月 26日） 

 

 

 

☆結婚記念日  

青野 秀樹会員（3月 24日) 

大里 忠弘会員（3月 24日) 

坂本 尚史会員（3月 27日） 

高瀬 幸雄会員（3月 29日） 

☆創業記念日  松本 恭一会員（３月 23日） 

ニコニコＢＯＸ  

✧大ニコニコ 大里忠弘会員 

家族親睦旅行などで皆さんにお

世話になっていた息子が先日、学

校を卒業しました。来週から社会

という大海原に旅立ちます。どう

にか沈まずに銚子ドックに帰っ

て来て欲しいものです。 
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✧大ニコニコ 青野秀樹会員 

60 周年記念式典での協力ありが

とうございました。 

 

 

 

 

✧コーロハモンティアーノ新旧会長 

伊藤佳世子様 上総泰茂会員 

ロータリー合唱同好

会坂本先生ご夫妻送

別会を解散式を兼ね

26 日太陽の里で行い

ました。現役会員の

他に懐かしい顔ぶれ 24 名が揃い坂本先生の独唱

や全員でのコーラスなど思い出に残る会となり

ました。お世話になりありがとうございました。 

✧島田洋二郎会長 

60 周年式典ご協力を頂きありが

とうございました。 

 

 

 

✧佐藤直子 60周年式典委員長 

過日の式典におきましては会員

皆様のご協力のお陰で和やかに

又、大成功に執り行うことが出来

ましたことにお礼申し上げます。 

 

✧神津裕之会員 

学位授与式に御参加いただきあ

りがとうございました。 

 

 

 

 

✧高瀬幸雄会員 

3 月 15 日の例会で出席率８０％

を超えることが出来ました。皆

様の御協力に感謝申し上げます。 

 

 

卓  話      
「米山奨学生の終了式で感じたこと・ 

会長エレクト研修セミナーに参加して」 

松本 恭一副会長 

 本日、予定では米山奨学生金君の卓話でした。今

朝、急用で行かれなくなりましたと本人から連絡ありま

したので、カウンセラーの私が代役として卓話をさせ

ていただきます。 

 米山奨学生の終了式で感じたこと 

 ３月１１日（土）

終了式が千葉で

あり米山奨学生

金君と出席して

まいりました。本

年度は２６名中

期間２年を除く２

０名が卒業でカ

ウンセラーと共に

全員集まりました。

私も何度か研修

会などに参加し

ていますので、ほぼ全員と知り合いになることができ

ました。この中で、銚子クラブに卓話に来ていただい

たのは２名。ひとりは中国からの留学生リュウさん。千

葉大の研究員で何を研究しているかは難しく覚えら

れませんでしたが、彼女の故郷の写真をスクリーンで

見せていただいた時、余りの美しさに感嘆したのを覚

えています。冷静で大人しく理知的な女性でした。も

う一人はイランからの留学生アヴァゼ君。来日したば

かりのご家族４名と共に例会に出席してくれました。３

食分のハラール弁当しか用意してなく慌てましたが、

本人は何でも食べられるとのこと、イスラム教はそん

なに厳格でもないのかと拍子抜けしました。イランの

話しをお聞きし、また彼独特のキャラクターから今ま

でのイランそしてイスラム教のイメージがいい意味で

崩れ落ちました。大変明るく楽しい青年で、日本での

就職も決まりました。 

 米山の制度ができて約半世紀。一期生のひとりは

台湾セブンイレブンの社長を退任し、この度台湾総

統の補佐官に就任したとの説明がありました。少しず

つではありますが着実に成果が出ています。ロータリ

ーの奉仕活動数多くありますが、その中でも米山奨

学生の制度は最も意義深い活動だと実感しました。 

会長エレクト研修セミナー（PETS）に参加して 

 ３月２６日（日）柏にて開催された PETS に出席して

きましたのでご報告いたします。４月に開催される地

区協議会と共に、会長エレクトには必須の会議です

ので遅刻だけはしないよう又初めての場所ですので

早めに出発しました。 

 １０時点鐘、青木ガバナー挨拶の後、１７－１８年度

RI テーマ・活動方針の発表がガバナーエレクト寺嶋

哲生氏よりありました。次年度 RI 会長イアン H.S.ライ

ズリー氏（オーストラリア）のテーマは、「ロータリー：変

化をもたらす」。ロータリー自身が時代に合わせ変化

する意かと思いましたが、ロータリーの奉仕活動によ

って世界、地域、人々に変化、影響をもたらせる、そ

してそのことによって我々は充実感を得ることができ

ロータリー自身も活気づく。まさにロータリーの根幹を

成すテーマであり私は大変気に入りました。 

地区の活動方針等も発表されましたが、これはもう
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坂本尚史会員送別会 

「坂本先生御夫妻送別会・ 

コーロ・ハモンティアーノ解散式」 

3 月 26 日(日)太陽の里 

 

一度自分自身で吟味し後日紹介させていただきます。

ガバナーエレクトがまさか自分より年下になるとは思

いませんでしたが、はっきりものを言われる、論理的

に話される、腰が低い方である等、若くしてガバナー

になられる方がどのような方か大変興味がわきました。

又、久しぶりの出会いもありました。数年前地区の

RYRA 委員会に出向していた時の仲間です。その時

の３名が同じ年度に会長になるということ、久しぶりに

再会し当時を懐かしみました。 

本年度は米山奨学生のカウンセラーを務めさせて

いただき、色々な若者と知り合うことができ大変視野

が広がりました。まだ７月より会長を務めさせていただ

くという実感はありませんが、幸まだ３ヶ月あります。し

っかり準備しその日に備えようと思っています 

委員会報告 
金島 弘社会奉仕委員長 

平成29年 春の交通安全運動にご

参加ください  

「出動式」及び「交通安全キャン

ペーン」 

日時：４月５日(水)午後３時～ 

場所：銚子市役所市民プラザ（出

動式）～銚子駅周辺（交通安全キャンペーン）  

集 合：１４：５０（市役所市民プラザ）  

【薄暮時街頭監視】  

日時：４月１３日（木）午後４時～５時  

場所：銚子大橋交差点  

参加者はメークアップの対象となります 

【出席報告】 
会員総数４１名 出席計算３７名  

出席：２８名 欠席：９名 出席率 75.57% 

欠席：伊東君・越川君・大里君・坂本君 

杉山君・田中君・富永君・遠山君 

高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】 

3/27RLI 石毛君・宮内（龍）君・髙木君 

4/1地区委員長会議 丸山君 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

3月 22日(水)午後 6時 30分より『あぐり』に

て坂本尚史会員の送別会が開催されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

参加者全員で懐かしい課題曲灯台守を合唱、 

10 年間を振り返りました。 

ニコニコ BOX ￥  45,000 計 ￥407,000 

スモールコイン ￥   ― 計 ￥ 42,096 

米山 BOX ￥   2,700 計 ￥ 43,071  

希望の風 ￥  ― 計 ￥241,300 

次週のプログラム お花見移動例会 

日時：４月１２日（水）点鐘１２：３０  

場所：猿田神社 社務所 

お弁当：入船（幕の内） 

      

 

 


