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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 

「米山奨学生を終えるにあたり」 

2016学年度米山奨学生 金 秀斌様 

 

前回例会報告（５月１７日） 

点 鐘：島田 洋二郎会長   

ロータリーソング：我等の生業 

 

 

 

四つのテスト唱和   

ビジター紹介 

ボーイスカウト銚子第 2団   磯野 博一様 

ボーイスカウト銚子第 3団   押田 和彦様 

ガールスカウト千葉県第 21団 大内 史枝様 

 
 

助成金 

交付 

 

会長挨拶 
昨日、ニュー

ス速報でも流

れましたが、秋

篠宮眞子様が

ご婚約をされ

ました。一般の

方とのご結婚

ということで、

ご結婚後は皇

室を離れるこ

とになります。皇室の男子は眞子様の弟でいら

っしゃる悠仁(ﾋｻﾋﾄ)様だけということで報道

では皇位継承が取り上げられていますが、まず

はご婚約をお祝いしたいと思います。 

本日はお客様にボーイスカウト銚子第 2団・

磯野博一様、同じく第 3団の押尾和彦様、そし

てガールスカウトから千葉県第 21 団の大内史

枝様がお越しになっています。のちほど助成金

をお渡しさせて頂きますのでよろしくお願い

いたします。ボーイスカウト、ガールスカウト

についてちょっと調べてみましたのでお話を

します。間違っていましたらあとでご指摘くだ

さい。 

ボーイスカウトは、健やかな子どもを育成す

る世界的な運動です。この運動は、1907 年イ

ギリスのブラウンシー島で行われた小さなキ

ャンプからスタートしたそうです。場所はロン

ドンから南西に 100キロの位置で横 2km、縦 1km

ほどの東西に長い楕円形をしている島です。か

ねてから少年たちの教育に大きな関心を持ち、
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このキャンプを主宰したイギリスの退役将軍

ロバート・ベーデン・パウエル卿は、インドや

南アフリカでの体験をもとにさまざまな野外

教育を通じて、少年たちが男らしさを身につけ、

将来社会に役立つ人間に成長することを願い、

20 人の子どもたちとともに実験キャンプを行

いました。 

 このキャンプの体験をもとに、パウエル卿は

その翌年「スカウティング・フォア・ボーイズ」

という本を著し、少年たちの旺盛な冒険心や好

奇心をキャンプ生活や自然観察、グループでの

ゲームなどの中で発揮させ、「遊び」を通して

少年たちに自立心や、協調性、リーダーシップ

を身につけさせようとしました。これがボーイ

スカウト運動の始まりとなります。 

日本では、1908 年（明治 41 年）にこのボー

イスカウト運動が伝わりました。当時全国各地

には様々な少年団が数多くありましたが、全国

的な統一組織結成への動きが起こり、関東大震

災の前年＝1922 年（大正 11 年）4 月 13 日に

「少年団日本連盟」が創立されたそうです。調

べてみましたらその時の初代総裁になられた

のは台湾総督府の民生長官や満州鉄道の初代

総裁、大臣も歴任し、東京の第 7代市長もされ

たあの後藤新平氏です。そして初代理事長は三

島通夫(ﾐﾁｵ)氏、三島氏は父親が日本銀行総裁、

母親が華族で陸軍中将だった四条隆謌(ﾀｶｶﾀ)

卿のお嬢さんだったそうです。すごい方々が中

心となって組織され、ボーイスカウト国際事務

局に正式加盟をして世界の仲間入りを果たす

ことになり、これが日本におけるボーイスカウ

ト運動の始まりとなりました。 

ガールスカウトはイギリス連邦系では「ガー

ルガイド」とも呼ばれているそうですが、日本

でのガールスカウトは先ほどお話をしたボー

イスカウトの初代理事長の三島通夫氏の奥様

（三島 純）が翌年の 1923年に日本のガールガ

イド､ガールスカウトとして「日本女子補導団」

を作ったのが最初となります。 

ロータリーも青少年の健全育成を重点項目

としてインターアクト、ローターアクト、青少

年交換留学生、青少年指導者養成プログラム＝

ＲＹＬＡ、そして米山奨学生があることは先週

お話をさせて頂きました。 

今日はこのあとの卓話は「青少年奉仕月間」に

ちなんで、2790地区青少年奉仕委員会・次年度

ローターアクト委員長の丸山泰典会員の卓話

となります。丸山会員にはこの後よろしくお願

い致します。 

臨時理事会報告 
1)親睦旅行参加費の件…承認 

幹 事 報 告 
1. 2020年日本のﾛｰﾀﾘｰ 100周年に関するｱﾝｹｰﾄ 

2. 米山記念奨学委員会からの普通寄付・特別寄

付のお願い 

…ガバナー事務所 

3. 次年度書式ダウンロード立上げのお知らせ 

…ガバナーエレクト事務所 

4. ハイライトよねやま２０６ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

5. 社会を明るくする運動推進委員会開催のご

案内 

…銚子市社会福祉協議会 

会員の記念日 
☆誕生日おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

石毛 英俊会員  副島 賢治会員 

（5月 15日）   （5月 17日） 

☆入会記念日  

高橋 宏資会員(5月 12日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧金島 弘会員 

千葉県主催で 5 月 27 日(土)14:00～16:35 銚子

保健福祉センター２階で「江戸を感じる銚子の

町並み」第１回景観セミナーが行われます。コ

ーディネーターをさせて頂きますので時間が

ありましたらお出かけ下さい。 

 

✧髙木浩一会員 

５月１４日に行われた私の仕事の母体である

公益社団法人千葉県柔道整復師会の総会に於

いて、理事に就任致しました。業界発展の為が

んばります。 

 

✧丸山泰典会員 

本日卓話をさせて頂きます。来週茂原中央ロー

タリークラブに卓話に行くので丁度良いタイ

ミングでした。予行演出させて頂きます。暖か

い目でお見守り下さい。 
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卓  話  

「青少年奉仕月間に因んで」  

丸山泰典次年度地区ＲＡＣ委員長 
ローターアクトクラ

ブ（RAC）をひと言で分

かりやすく申しますと、

RAC はロータリークラブ

の縮小版で、ミニロータ

リークラブと言うこと

ができると思います。ロ

ータリークラブと大き

く異なる点は、RAC は年

齢１８歳から３０歳までの青年男女により構

成されている点です。 

月 2 回の例会を各 RAC で行っており、その他、

年 6回のアクターズミーティング（ＡＣＴＭ）、

年 6回の地区行事を行っております。ＡＣＴＭ

とは、地区協議会と日本語で言った方がしっく

りくるかもしれません。 

ＡＣＴＭは各ローターアクトクラブの代表

者が集まり、自クラブの活動報告を行ったり、

RA 地区行事の打ち合わせ、反省会をしたりす

る会合です。地区行事は、年度ごとの地区代表

のカラーが色濃く出る催し物で、宿泊研修合宿、

合同運動会などを行っています。 

2790 地区には、現在、館山、習志野中央、

茂原、千葉科学大学、市原中央の 5 クラブがあ

ります。会員総数は 35名です。1997-98 年度に

は、14 クラブ、会員総数 165 名でしたが、残

念ながら年々減少の一途をたどってきていま

す。今年にかけては若干ではございますが、会

員数は増えております。 

RAC は単体で存在するのではなく、提唱ロー

タリークラブのサポートのもとにクラブが存

在します。それが、館山、習志野中央、茂原、

千葉科学大学、市原中央の５つのローターアク

トクラブです。各 RACの中から地区役員を選出

してもらいます。そして、ロータリアンとして

の地区委員会はローターアクト地区役員と連

携をはかり、あくまでもローターアクトが主導

で行事を取り仕切り、盛り上げられるよう、物

心両面からサポートする立場であると考えて

おります。 

次に次年度の方針ですが、まず足元を固める

こと、これを最優先に考えています。 

ＡＣＴＭに重点を置き、提唱ＲＣとの連携を密

にして少なくても1名はＲＡＣより出席するよ

うにします。そして、ＲＡ地区代表や地区ＲＡ

委員がＲＡＣの例会に出席し単体クラブの活

動が活発化する事を支援します。 

まずは単体クラブでの活動の活発化が大切

だと考えております。それぞれのクラブの活動

を活発にすれば会員数の減少が食い止められ、

さらに良い影響は他のクラブに波及する事で

しょう。単体クラブの活動がローターアクトク

ラブ全体の活発化を支援すると信じておりま

す。 

クラブ数がこれ以上減少することは絶対に食

い止めなければいけません。現在活動中の5ク

ラブへの重点的な支援が再生への第一歩とな

ると考えております。 

最後にまとめとして少しお話をさせていた

だきます。 

これは先日千葉南ロータリークラブの例会に

参加させて頂いたときの卓話で聞いたお話で

す。 

卓話して頂いたのは、いすみ市にある高秀牧場

の髙橋社長です。 

牛から教えてもらった事と云うテーマでした。 

品評会に出す牛を育てているそうですが、いく

ら牛に『お前はいい牛になれ、いい牛になれ』

と言っても、決して品評会で賞をとれる牛には

ならないそうです。当たり前ですね。 

ところが、はっと気づいたそうです。自分は社

員に向かって『良い社員になれっ！』って言っ

てこなかったかということです。言うことが悪

いと言っているのではありません。良い牛を育

てるためには、良い環境を整えてあげる事、そ

して良い環境が良い牛を育てるのだというこ

とです。社員を育てるのも環境づくりが大切だ

というお話だったと思います。 

それに気づいてから高橋社長はチーズの好

きな若い社員のためにチーズ工房を作ったそ

うです。その若い社員さんが結婚する時に、新

婚旅行で北海道に行って牧場巡りやチーズ工

場見学をしてくる話を聞いたそうです。高橋社

長はどうせ行くのなら、自分が旅費を出すから

チーズの本場のフランスに行って来なさいと

フランスに行かせたそうです。ついでに若い社

員さんが自ら作ったチーズをフランスの品評

会に出したらどうかとアドバイスをしたそう

です。そしたらなんとその持っていった自社製

のブルーチーズが、フランスの国際チーズコン

クールでスーパーゴールドをとっちゃったそ

うです。社長も本当にびっくりだったそうです。

700以上の会社のなかから選出され、日本では

高秀牧場さんともう1社だけが受賞されたそう

です。 

又聞きのお話で恐縮ですが、良い環境づくりが
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大切で、環境が人を育てるという良い例なので

はないでしょうか？ 

『やっている 姿を感謝で見守って 信頼せ

ねば 人は実らず』これは山本五十六さんの名

言です。もちろんご存知の方もたくさんいらっ

しゃると思います。有名なのは『やってみせ 

言って聞かせてさせてみせ 誉めてやらねば 

人は動かじ』という第一の句です。次の句は『話

し合い 耳を傾け承認し 任せてやらねば 

人は育たず』で、最後の句が先ほど紹介した句

です。 

次年度の地区代表 柴崎さんはとても頭の良

い優秀な人です。私たち地区委員の役割は彼女

たちローターアクターが活動しやすい環境づ

くりをする事が大切であり、あくまでもロータ

ーアクターが主導で行事を取り仕切り盛り上

げられるよう、物心両面からサポートする立場

であると考えております。 

  大人から見ると若い人のやることには不安が

つきまとい、ついつい転ばぬ先の杖のようにア

ドバイスをしたくなりがちです。 

『やっている 姿を感謝で見守って 信頼せ

ねば 人は実らず』温かい目で見守る一年にし

たいと考えております。 

委員会報告  

遠山靖士親睦活動委員長 
 家族親睦旅行のご案内 

日 時：５月２８日（日） 

午前８：２０ 市役所集合 

行き先：「浅草橋 屋形船の旅」 

～東京湾、隅田川からの東京

の眺望・江戸前のお食事をお

楽しみください～ 

※多数の皆様のご参加をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

※例会終了後、上総泰茂パスト会長をリーダー

に迎え、次年度第 1回クラブ協議会が開催され

ました。 

（次年度会長方針・五大奉仕委員長の活動計画の発表） 

 

【出席報告】 

会員総数４１名 出席計算３９名  

出席：３０名 欠席：９名 出席率 76.92% 

欠席：青野君・伊東君・木曽君・越川君 

佐藤君・永澤君・杉山君・富永君 

高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】  

5/23茂原中央 RC 石毛君・丸山君・島田君 

5/23銚子東 RC  大岩君 

 

【ニコニコ】 

 

※ひろくんを救う会へ 

銚子ＲＣ有志による募金 40,300 円送金しました。 

社会奉仕委員長 金島 弘 

ニコニコ BOX ￥ 14,000 計 ￥458,000 

スモールコイン ￥  3,006  計 ￥ 50,282 

米山 BOX ￥  ― 計 ￥ 49,211  

希望の風 ￥  ― 計 ￥295,400 

次週のプログラム ５月３０日（火）  

「銚子東 RC 創立 45 周年記念例会 

両クラブ合同例会」 

会 場：犬吠埼ホテル 

点 鐘：18 時 15 分 

懇親会：19 時 15 分～ 

卓 話 

「銚子市立病院の今後の方向性について」           

銚子市立病院 病院長 篠崎 一男様 

 

送迎バス 

銚子駅丸通Ｐ前 17 時 30 分 

馬場町交差点  17 時 35 分出発です。 

 

１月３１日（水）例会はございません 

６月例会プログラム 

６月７日「新入会員卓話」 

寺内 忠正会員 

６月 14日 

「夜間移動例会・新旧クラブ協議会」 

点鐘 18時 会場：太陽の里 

 

6月 21日「五大奉仕委員長 退任挨拶」 

 

6月 28日「会長・幹事 退任挨拶」 


