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、兒玉 英子  

今週のプログラム 

「お花見移動例会」 

猿田神社 社務所 

前回例会報告（４月５日） 

点 鐘：島田 洋二郎会長   

国歌斉唱 ロータリーソング：奉仕の理想 

四つのテスト唱和 ビジターなし 

会長挨拶 
４月に入りました。銚子の基準木、

陣屋公園の桜も開花となり、いよい

よ春本番という中、今日は新入会員

として寺内様が出席をして下さって

います。後ほど入会式を行います

が、あらためて銚子ロータリークラブ

を上げて歓迎申し上げます。 

先週の金曜日に群馬県の桐生において、神式＝

神道（しんとう）の葬儀に行ってきました。猿田先生が

いらっしゃる前で恐れ多いのですが、司会の方、そし

て神主が説明をされたことをメモに取っていましたの

で、その時の様子を少しお話をさせて頂きます。 

まず、神道の形式によって行われる葬儀を、神葬

祭(しんそうさい)、神道では人が無くなることを帰幽

（きゆう）といいます。仏式では故人を極楽浄土に送

るための儀式が葬儀ですが、神道では故人の御霊

（みたま）をその家に留めて、家の守護神となってもら

うための儀式となるそうです。神葬祭では仏式のよう

に焼香や線香を用いることはなく、これに当たるもの

が玉串奉奠(たまぐしほうてん)です。玉串とはご存知

の通り、榊の枝に紙垂(しで)を付けたもので、玉串を

捧げたあとは二拝二拍手一拝の作法でお参りします

が、神式では神葬祭から十日おきに百日祭まで有り、

その中間の五十日祭までの拍手は音を立てないよう

にそっと手を合わせる忍び手にします。仏式の四十

九日にあたるのが五十日祭ということになるそうです

が、当日は三十日祭まで執り行われました。 

また仏事で香典にあたるものが玉串料となります。

今回は事前に教えて頂き「御玉串料」と書いて帳場

に出しましたが、伺ったところ、御榊料もしくは御霊前

でもかまわないそうです。火葬の際も同じように玉串

を捧げて同じように二拝二拍手一拝を行ないました

が、玉串の捧げ方は猿田先生から何度も教えて頂き

ましたので当日はバッチリでした。亡くなられた方が

大正 9 年のお生まれで、仏式では「長寿」と書かれた

お返しを頂くことが有りますが、この時はそこに「天寿」

と書かれていまして、そしてもう一つ品物を頂きました

が、そこには「偲び草」と記されていました。お葬式が

賑やかなことはまずないと思いますが、仏式ではお

坊さんの御経に木魚や金などの音の出るものがあり

ますが、当日は雅楽が静かに流れる中での神主さん

のお祓いということで、とても静かな神葬祭だったと感

じました。 

さて話は変わり、今月のロータリー月間は「母子の

健康月間」となります。以前４月は「雑誌月間」となっ

ていましたが、ご存知の通り「6 つの重点分野」が月

間に加わり変わっています。細かな内容は以前話し

ましたのでここでは致しません。ただ、個人的に今は

自分にとって母子の健康月間となります。2 年前の 5

月、ちょうどクラブの親睦旅行の時に代官山で結婚

式を挙げた長女が現在お腹に赤ちゃんがおりまして、

しかも一卵性の双子です。今年に入ってからずっと

体調が悪く、入退院を繰り返していました。横浜に住

んでいますので女房はそちらにかかりきりで、私自身

はずっと独身状態でしたが、先週の火曜日に横浜ま

で迎えに行き、今は旭の中央病院へ通っています。

徐々に元気にはなってきましたが、終わりに、誠に個
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人的な事で申し訳ないのですが、娘の体とおなかの

赤ちゃん、母子の健康を祈って会長挨拶とさせて頂

きます。 

第 10 回定例理事会報告 
１）４月５月６月プログラムの件   …承認 

２）お花見移動例会の件       …承認 

３）地区研修協議会の件       …承認 

４）親睦旅行の件          …承認 

５）寺内新入会員カウンセラーの件  …承認 

大岩將道会員に決定 

６）千葉科学大学 RAC決算報告の件  …承認 

７）八千代ＲＣ５０周年の件     …承認 

８）出前教室の件          …承認 

９）細則の件            …承認 

10) ｲﾙｶｳｫｯﾁﾝｸﾞの安全祈願式の件      …承認 

11) ひろ君を救う会の件        …承認 

幹 事 報 告 
【週報拝受】銚子東ＲＣ、佐原香取ＲＣ 

1. 財団室 NEWS 2017年 4月号 

2. 母子の健康月間リソースのご案内 

3. 第 50回ｲﾝﾀｰｱｸﾄ指導者講習会のご案内 

…ガバナー事務所 

4. 第 11分区岡村美智子ガバナー補佐より 

御礼状拝受 

5. 第 7分区親善ゴルフ大会のご案内 

…第 7分区ガバナー補佐 

【例会変更】 

鹿島臨海 RC 

4月 21日(金)→22日(土)波﨑、鹿島中央 RC との 

合同例会 鹿南荘 点鐘 6時 30分 

八日市場 RC 

4月 25日(火)→28日(金)旭 RC との合同夜間例会 

会員の記念日 

☆誕生日おめでとうございます。 

青野 秀樹会員   宮内 秀章会員 

（3月 30日）   （4月 2日） 

 

 

 

 

☆入会記念日  

丸山 泰典会員（4月 3日) 

桜井 広和会員（4月 5日) 

☆創業記念日   

青野 秀樹会員（3月 30日） 

櫻井 公恵会員（3月 30日） 

大里 忠弘会員（3月 31日) 

木曽  功会員（４月 1日） 

神津 裕之会員（４月 1日） 

ニコニコＢＯＸ  

✧櫻井公恵会員 

本日から寺内さんがご入会され

ます。期待の若手です。皆様、ど

うぞよろしくお願い致します。 

 

✧遠山靖士会員 

寺内さんが本日より入会されま

す。一緒にロータリアンとして活

動できるのを楽しみにしていま

す。よろしくお願い致します。 

卓  話      

「地区国際奉仕活動の現状」 

髙木浩一国際奉仕委員長 
 地区国際奉仕の現状についてお話をさせて頂きたい

と思います。 

本年度、地区国際奉

仕委員長を務めさせて

頂いておりますが、昨

年 11 月に国際奉仕ア

ンケートを地区８３クラ

ブにお願いを致しまし

た。（７１クラブ回収）その内容、目的は、各クラブの国際

奉仕のあり方、姉妹クラブや友好クラブとの関係、ＦＶＰ

（未来の夢計画）新補助金システムに移行後 4年が経ち、

国際奉仕から見て、補助金システムの内容がどの程度

周知されているのかどうか。また、活動のきっかけはどの

ようなものだったのか。その状況を把握し、各クラブによ

り良い国際奉仕活動のきっかけを提示することを目的と

して行いました。このアンケート結果を踏まえて、お話を

させて頂きます。 

１）現在、貴クラブには姉妹クラブ・友好クラブがあります

か？ 

姉妹クラブ・友好クラブを締結しているクラブは３７クラブ

で、１クラブ２７（４）２クラブ８ ３クラブ１ ７クラブ１すべて

日本でｂａｙサイドのクラブ。海外で最も多かった国は、

台湾１７クラブ、次いで韓国１０クラブ、フィリピン７クラブ

でした。その他には米国、マレーシア、スリランカ、オー

ストラリアなどがありました。（ ）内の数字は日本のクラブ 

２）本年度、貴クラブが予定をしている国際奉仕委員会

の活動内容 

①具体的な奉仕活動をしている３１クラブ②姉妹クラブ・

友好クラブとの交流（お互いの例会への参加など１４クラ

ブ③アトランタ国際大会への参加 ７クラブ④地域の国

際交流協会などの協力活動 ６クラブ 

・今年度の国際奉仕活動は、具体的な奉仕活動をして

いるクラブが３１クラブあり、クラブ独自の自力支援が増

えたように思います。地区補助金、グローバル補助金に

移行できる奉仕活動もいくつかありました。ただ、寄付

支援も多く見受けられました。姉妹クラブ・友好クラブと

は、交流が主で直接国際奉仕活動に結びついているク

ラブは少ないようです。 

・姉妹クラブ・友好クラブ締結後あまり交流をしていない
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クラブも幾つか見受けられました。 

・国際大会への参加予定は、回答が７クラブでありまし

た。オーストラリア・シドニー、ブラジル・サンパウロと遠

方が続き、前年が近隣国の韓国・ソウルではありました

が、本年度は米国・アトランタと遠方になり、地理的な条

件が影響していると思われます。 

・地域の国際交流協会への協力活動は６クラブと減少し

ています。本年度は、身近な国際奉仕活動のＰＲを情

報研修会の場を借りて行いましたがあまり成果が出なか

ったようです。 

３）それらの活動は順調に行われていますか？ 

①順調である ４０クラブ 

②多少問題を抱えている １０クラブ 

③わからない          ５クラブ 

④特に問題はない      ２クラブ 

⑤無回答           １４クラブ 

・国際奉仕活動については４０クラブが「順調である」と

お答えいただきました。 

設問４）上記で②とお答え頂いたクラブは具体的にどの

ようなことですか？ 

・市内の幼稚園、小学校全員へﾁﾗｼを配るなどの為準

備に時間と手間がかかる ・参加者が少ない４名 

・「山羊銀行プロジェクト」ＧＰについて、ネパールのホス

トクラブ担当者の不正によりＧＰ補助金の資格取り消し、

グローバル補助金については、残金をＲＩ財団に返金し、

最終報告書を提出済み 

・ロータリーとしての奉仕プロジェクトがどのようなものが

適切なのかが疑問 

・国際大会参加は「費用がかかる」と思われている 

・以前は会員がネパールに訪問していたが高齢でやめ

たので代わりの人を探している 

・１０年経過し、効果の検証・確認寄付額等の再検討を

求める声が会員の中から出ている 

・グローバル補助金一連の手続き上の設問に的確な処

理ができるか否や 

・当地区某クラブとネパール某クラブのＧＧ失敗の仄聞 

「多少問題を抱えている」とお答えいただいたクラブも１

０クラブございました。会員の減少にともなうマンパワー

や資金不足、クラブによっては、高齢化といった問題点

や会員個々の国際奉仕に対する意識のあり方も問題の

ようです。 

設問５） 次年度以降、新しい活動の計画や考えはあり

ますか？ 

・次年度以降の新しい活動計画ついては、７件あり具 

体的なものやこれから模索を 

していくものもありました。 

・人道支援活動に共に協力しマッチング・クラントを行う

予定 

・日本とデンマーク国交１５０周年の行事として交流を深

めることを検討中 

・ペタリングジャヤＲＣ（マレーシア）と共同でカンボジア

での学校建設事業 

・引き続きラオス国への支援を模索中 

・当クラブの独自事業として「山羊銀行プロジェクト」を継

続する 

・今年度中に富里市と頭份市との友好都市が実現すれ

ば中学生の頭份市へのホームスティ等の活動を予定 

設問６） 地区補助金（海外向け）、グローバル補助金を

申請する計画はありますか？ 

①ある ７クラブ ②考えていない ２２クラブ 

③未定である ４２クラブ 

・地区補助金（海外向け）、グローバル補助金の申請の

計画をしているクラブが７クラブございました。 

設問７）補助金制度を使っての国際奉仕活動をする場

合の問題点は何ですか？ 

①補助金制度のハードルが高い １９クラブ 

②事業の内容をクラブ内で企画検討できない 28 クラブ

③補助金制度をよく理解できていない ６クラブ 

④わからない ３クラブ⑤その他 ２クラブ⑥無回答 １３

クラブ 

・補助金の問題点については、「事業の内容をクラブ内

で企画検討できない」が最も多く２８クラブで、「補助金

制度のハードルが高い」が次いで１９クラブでした。「補

助金制度をよく理解できない」が６クラブと減少し制度自

体は浸透してきたのではないでしょうか。ただし、「事業

の内容をクラブ内で企画検討できない」が最も多いわけ

ですので、国際奉仕活動のニーズを各クラブがどう捉え

るかが課題だと思います。 

設問８）過去に地区補助金・グローバル補助金を使って、

国際奉仕活動を行ったことがありますか？ 

①ある ２３クラブ②ない ４２クラブ③無回答６クラブ 

設問 9）上記で①とお答え頂いたクラブは、具体的にど

のような活動でしたか？ 

①活動内容・インドに医療の充実の為に、施設の建設

や発電機などの設置等を行った 

・周年事業としてカンボジアに小学校及び子供達の健

康診断・歯科検診等の医療奉仕活動を行う 

・カンボジア小学校視察訪問、食品・文具支援ＨＩＶ患

者孤児院の奨学金・生活支援・ＨＩＶに対しての啓蒙の

リーフレット作成 ＮＧＯ「マリノール」カンボジア小児病

院訪問、粉ミルク・抗生剤支援 

・ミャンマー・ヤンゴンビュー村に清潔な飲料水確保の

為井戸掘削事業ダーベン村の盲人に白い杖を贈る事

業 

・東京中央ＲＣ合同事業、ミャンマー・バダウッミャン僧

院教育小学校建設事業 

・フィリピン・イロイロＲＣとマッチング事業「モバイルキッ

チンの贈呈と医用奉仕事業 

・ミャンマーにマングローブ植林事業 

・ミャンマーダーベイン小学校の校舎・トイレ新設・水道

タンクの補修、子供達に文具の寄贈 

・韓国・仁川障碍者再活協会へＩＴ教育用コンピュータ

ー１５台、支援用コンピューター２０台を贈呈 

・ラオス国サラワン県の小学校（５ヶ所）へ椅子と机を１３

０set（３９０人分）寄贈 

・ラオス国サラワン県、カンムアン県（約７０校）の小学校

へ黒板１１７枚寄贈 

・グローバル補助金を使い、インドネシアで「クリーンウォ

ータープロジェクト」を実施 

・モンゴル・フレーＲＣとの交流を深め、人道的共同奉仕
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プロジェクト（ウランバートル市第６２幼稚園に浄化槽設

備一式の提供 

・移動図書館と図書を台湾山岳村に寄贈 

・ＧＰ「山羊銀行プロジェクト」（ホストクラブ・ネパール国

ポカラＲＣ） 

・スリランカ国へ浄水設備設置 

・台湾屏東キリスト病院へ僻地巡回医療車寄贈と屏東

県公共施設へＡＥＤ１４台寄贈 

・学生を招き東金国際交流協会のイベントで交流を行っ

た 

・フィリピン国ダバオ市の盲学校へ楽器の寄贈 

・ネパール復興支援・子供達への人道支援 

・スリランカ「柏東ロータリー文庫」 

・バリ島飲料水支援 

・フィリピン国ダバオ ラーニングセンター建設支援後の

教育用諸設備同所の拡張でクリニックとキッチンの増設 

②きっかけ 

１．姉妹クラブ ６クラブ   ２．米山奨学生 ５クラブ 

・カンボジアを支援していた日本大学教授 川口昌弘

氏の支援を行ったことがカンボジア国の支援からミャン

マーに支援しようと運気が高まったことにより 

・ＮＧＯ［マリノール］（カンボジア）のＨＩＶ小児病院にい

た飯塚万里子さんを支援したことにより 

・仕事の関係でラオス国と交流があり、アジアの中でも

識字率が低い事を知り 

・海外に精通した当クラブ会員からの提案 

・長年ネパール国ダンプス村へ渡航され、ボランティア

活動をされていた女性カメラマンの卓話をきっかけにし

て「山羊銀行プロジェクト」が発案・企画された 

 ・スリランカ国との交流関係にある会員が現地の状況

を聞き援助のきっかけとなった 

・ＷＣＳ活動時に知り合った、フィリピン国ダバオ市在住

の日本人ロータリアンからの紹介 

以上がアンケートを通した、２７９０地区各クラブ国際

奉仕活動の率直な意見です。 

最後にアンケートで出てきた国際奉仕活動の疑問や問

題点を検討し解消することが、これからの課題だと考え

ます。ただ、奉仕活動を行う上で、国際奉仕に限らず、

自力支援が基本でありますが、単一クラブでは体力の

ないクラブもあり、複数クラブとの連携や、分区での連携

支援もこれから先クラブとしても考えていかなければなら

ないと思います。 

 

入会式 

寺内 忠正会員 

 

事業所 ：トーア産業㈱ 

代表取締役社長 

職業分類 ：冷凍食品製造 

所属委員会 ：親睦活動委員会 

カウンセラー：大岩將道会員 

 

委員会報告 

宮内龍雄クラブ情報委員長 

ロータリーの友 4 月号 

今月は母子の健康月間です。そ

んな訳で表紙も裏表紙もお母さ

んと可愛い赤ちゃん写真で飾ら

れています。縦読み 14 ページか

ら「女性会員で広がる多様性」と

の特集が組まれています。女性会員のお陰でクラブ

が活性化し、クラブの魅力が大きくなるという内容で

す。我がクラブにも有能で美しい女性会員が 4名おり

ますが、さらに若く美しい女性会員が増えることを切

に希望する次第で有ります。また 36 ページにはロー

タリーソングの生い立ちや、例会での「君が代」の斉

唱、「日の丸」を掲揚の裏話が載っています。まだま

だ面白い記事が満載です。 

田中英子青少年奉仕委員長 

千葉科学大学ＲＡＣ４月例会日時の

お知らせ 

４月１３日（木）・２７日（木） 

１７：００～ 

※今月は新入会員見学説明会を兼ねておりますの

で、ご都合のつく方はご出席下さいますようよろしくお

願い致します。 

【出席報告】 
会員総数４１名 出席計算３８名  

出席：２７名 欠席：１１名 出席率 71.05% 

欠席：青野君・伊東君・越川君・丸山君・大岩君 

佐藤君・杉山君・富永君・副島君・永澤君

高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】 

4/5春の交通安全出発式（参加 11名） 

石毛君・金島君 

上総君・神津君 

越川君・松本君 

宮内(秀)君 

櫻井(公)君 

大里君・島田君 

高瀬君 

 

 

4/8茂原ＲＣ50周年 石毛君・島田君・髙木君 

【ニコニコ】 

 

 

ニコニコ BOX ￥  12,000 計 ￥419,000 

スモールコイン ￥   2,580 計 ￥ 44,676 

米山 BOX ￥   ― 計 ￥ 43,071  

希望の風 ￥  26,100  計 ￥267,400 

次週のプログラム（4月 19日） 

「銚子留学を顧みて」仮題 

1989年交換留学生 セーラ・ホームズ様 

お弁当：黄鶴（中華） 

      

 

 


