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、兒玉 英子  

今週のプログラム 

「会長・幹事退任挨拶」 

島田洋二郎会長 

石毛  充幹事 

 

前回例会報告（６月２１日） 

点 鐘：島田 洋二郎会長 

ロータリーソング：それでこそロータリー 

四つのテスト唱和   

ビジターなし 

 

会長挨拶 
今日が 2950 回という区切りの良い例会となり

ます。本年度の第 1 回目の例会が第 2906 回でし

た。重ねること 45 回、皆様には拙い会長挨拶に

毎回お付き合いを頂き感謝を申し上げます。昨日

は東クラブで退任のご挨拶をさせて頂きました

が、考えてみれば、例会での挨拶を含めて今年は

他クラブやその他の祭事での挨拶が 70 回を越え

ました。このように毎週お話をさせて頂く団体は

他にはあまり無いように思います。自分としても

とても良い経験をさせて頂きましたし勉強もさ

せて頂いたと思っています。 

本年度も銚子ロータリークラブは 5大奉仕の組

織とさせて頂きましたが、次年度松本会長もそれ

を支持して頂き、5 大奉仕のままとなります。先

週のクラブ協議会で、猿田リーダーはクラブとし

て「管理運営委員会」という名前は堅苦しいよう

に思います。と言われていました。ご承知の通り

国際ロータリーの推奨する・・というより、今回

の定款変更で「次の委員会を有するべき」という

一段強い言い回しになりましたが、5 つの委員会

を示しています。結果としてクラブ奉仕の他の４

大奉仕が奉仕プロジェクトの中にひとくくりと

なり、職業奉仕も社会奉仕、国際奉仕、青少年奉

仕と同列の奉仕委員会であると名言もしていま

す。銚子ロータリークラブとしてこの国際ロータ

リーの方針について一度真剣に話し合ってみる

ことも必要だと思います。 

本年度も押しつまりましたが、明日はマンハッ

タン・ホテルで地区の「フェアウェルパーティー」

が開催され、石毛幹事、地区の役員として、高木

会員、丸山会員とで出席をしてきます。また来週

には第 6中学校での「出前教室」があります。信

太さん、副島さん、石毛さん、遠山さんが先生と

なって教壇に立たれます。皆さんにはよろしくお

願い致します。そして本年度最後の行事として 29

日に千葉科学大学ローターアクトクラブの最終

例会も行われます。私と石毛幹事は八日市場で第

7 分区の最終会長幹事会があり参加できませんが、

改めてローターアクトへの協力もお願いをして

まいります。 
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今日の卓話は 5大奉仕委員会委員長の退任挨拶

となります。皆様には理事として、また伝統ある

銚子ロータリークラブの会員として一年間クラ

ブを支えて頂きました。改めて皆様に感謝を申し

上げ会長挨拶とさせて頂きます。 

臨時理事会報告 
１）越川信一会員退会承認の件    …承認 

幹 事 報 告 
【週報拝受】鹿島臨海ＲＣ 
1. 月信データの送り先について 

…ガバナー事務所 

2. 次年度クラブ一覧表更新のお知らせ 

3. ロータリー為替レートについてのお知らせ 

4. 委嘱状送付のご案内 

…ガバナーエレクト事務所 

5. RAC最終例会のご案内…千葉科学大学 RAC 

6. 文集 私の職業奉仕Ⅱ」拝受…松戸中央ＲＣ 

7. ＰＧ大矢惣一郎様・ＰＧ石井亮太郎様より 

記念誌送付お礼状 

【例会変更】 

小見川 RC次年度事務局変更のお知らせ 

幹事 山本大二郎 

香取市木内 1208ちば醤油内 tel0478-80-7400 

会員の記念日 

☆誕生日おめでとうございます。 

 

 

堀米 秀和会員（6月 8日） 

 

 

 

 

 

神津 裕之会員（6月 11日） 

 

 

 

☆結婚記念日 

永澤  信会員(6月 17日) 

☆入会記念日 

髙木 浩一会員(6月 17日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧大ニコニコ 宮内 龍雄会員 

色々あります。 

①ロータリー情報「ロータリーの友」の解説 1年

間、ご清聴頂き、誠に有難う御座いました。 

②新入会員オリエンテーション 2回しか開催でき

ませんでしたが、皆様のご協力で、有意義な会合

になりました。特に高橋会員、

石毛幹事には大変お世話になり

ました。 

③先日行われました両クラブゴ

ルフコンペでまたまた（更にま

たまた）優勝致しました。 

④来年度Ｒ財団委員会委員長を

拝命しています。ご指名致しますので、寄付の件

宜しくお願い申し上げます。 

✧五大奉仕委員長 

１年間精一杯努めさせていただきました。 

ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

✧阿天坊俊明会員 

母校立教大学野球部は、春季リーグ

戦１７年ぶり大学選手権５９年ぶ

りに優勝をしました。長嶋先輩も大

喜びでした。私も昭和４１年春のリ

ーグ戦に１年生ながら２番ショー

トで出場し優勝をしました。大学選手権の決勝は

私の教え子武道大石井監督でしたのでどちらが

勝ってもうれしい大会でした。 

✧桜井 広和会員 

阿天坊さんから連絡がありました。

６１年前に卒業しました。ちなみに

長嶋茂雄氏は２年後輩でした。 

✧永澤 信会員 

私の母校である立教大学野球部が

先日の大学選手権で優勝し、大学日

本一となりました。リーグ戦優勝し

た際に勢いよく大ニコニコを出さ

せていただきましたので今回は小さなニコニコ

を出させていただきます。 

✧髙木 浩一会員・石毛 充会員 

今週の１９日（月）にＲＬＩ

ファシリテ－ターの資格をい

ただきました。これをとるの

に半年、千葉まで通いました。 

 

✧寺内 忠正会員 

歓迎会ありがとうございました。 

どうぞこれからもよろしくお願い

いたします。 
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＝五大奉仕委員長退任挨拶＝ 
クラブ奉仕委員会 松本 恭一委員長 

クラブ奉仕委員会は４つの

小委員会が委員長を中心にま

とまり、６０周年記念の年に

ふさわしい活動を一年間通し

行うことができました。 

 ７月の第 3例会ではRI元会

長田中作次氏に卓話をお願い

しました。高瀬委員長が独断

で決めてこられたのですが、結果的にこれが６０

周年記念例会となり、すばらしい１年間スタート

の号砲のような役割になりました。 

 会員数は３９名からスタートし純増 2名現在４

１名になりました。また今年入会の４名および前

年度後半に入会された会員は出席率も優秀で、ク

ラブに馴染まれ即戦力として活躍されています。

櫻井増強委員長のリーダーシップによる毎月の

増強会議の成果はもちろん、新入会員をまとめて

くれた遠山親睦委員長の力が大きかったと思い

ます。 

 例会撮影前には卓話者の写真撮影が信太広報

委員長により行われていましたが、その和やかな

雰囲気により卓話者の緊張がほぐれすんなり卓

話に入れていたようです。また記念式典後の懇親

会アトラクション、これはセンス抜群秀逸の出来

でした。出席された他クラブ、地域の関係者等に

対し、すばらしい広報になったのではないでしょ

うか。 

 個人的には米山奨学生金君のカウンセラーを

やらせていただき、大変いい経験をさせていただ

きました。たくさんの奨学生と知り合えたこと、

そして金君含め３名の奨学生を卓話におよびで

きたことが印象に残ります。米山奨学生という制

度、ロータリーの中でも出色の制度だと感じます。 

 まだまだ出席率等課題もありますが、周年事業

を行ったこと、そして優秀な新入会員が加わった

ことでクラブが活性化されたと感じます。皆様の

一年間のご協力に感謝申し上げます。 

職業奉仕委員会 佐藤 直子委員長 

 島田会長年度、職業奉仕委

員長として一年間務めさせて

頂きましたが、就任当初より

この職業奉仕委員を個人的に

は大変楽しみにしておりまし

た。事業報告書にも載せて頂

きましたが、今年度の目標と

して、「職業奉仕について、もう一度考える」と

いうことを掲げ、職業奉仕に関わる卓話をクラブ

内外多くの方々にお願いすることが出来ました。

年度初めには、まず地区職業奉仕委員長をお迎え

し、ロータリーの核である職業奉仕観をお聞きし、

私自身も職業奉仕について再考する機会を頂き

ました。８月・９月・１０月・１１月と続けて職

業奉仕についての卓話を頂き、また１月の「職業

奉仕月間」にはバズセッションを行い、ここで会

員皆様の活発な「職業奉仕について」の意見や想

いが聞かれたことは大きな収穫であったと思い

ます。 

さらに特筆すべきことは、例会において『四つ

のテスト』の唱和を実施すること出来たことです。

自身がロータリーに入会させて頂いた当初を思

い出し、「ロータリーとは何ぞや？」という疑問

を持っていましたが、このように毎回唱和するこ

とで、特に新人会員にとってはロータリーの根幹

を理解し易く、早い段階で浸透していくことによ

ってロータリアンとしての意識向上に役立った

と思います。『四つのテスト』がどのようにして

出来、ＲＩに採用されたのか？創案者のハーバー

ド・Ｊ・テーラー氏から派生したことも学ぶこと

が出来ました。また、特徴として「何故この『四

つのテスト』が宣言形式でなく【自問形式】なの

か？」を理解するきっかけにもなりました。さら

に、この『四つのテスト』は、今日ではロータリ

ーの全ての部門・活動において不可欠な要素であ

ることをこの職奉仕委員としての活動を通して

強く理解することが出来ました。 

最後に、活動計画の中で唯一出来なかったこと

が、「職業奉仕の理念に基づいた実践を行ってい

る優良企業の職場訪問」ですが、これは、当クラ

ブの会員の皆様の事業経営から窺うことが出来

ました。これからも色んな意味で進化を遂げてい

くロータリーの中で、自分のロータリー観をしっ

かり持ちながら活動していきたいと思います。皆

様方のご協力に心より感謝申し上げまして退任

のご挨拶とさせて頂きます。有難うございました。 

社会奉仕委員会 金島 弘委員長 

（代読）宮内 秀章副委員長 

今年度は、創立 60 周年記念

事業では駅前ロータリーにベ

ンチ 3台と新しい花壇ポット 4

台を入れ替えました。花植えは

5回行いました、その内 3回は

社会奉仕の一貫として三崎園

の皆様ご協力を頂きました。全

国交通安全運動への参加でも、

新しく銚子ロータリークラブのノボリを 2セット

用意して大勢のご参加頂きありがとうございま

した。今年度の予算で交通安全タスキを 20 本用

意しますので次年度もご協力お願いします。 
社会を明るくする運動、 市民バザール、 毎月第

１例会日に希望の風募金、例年通りの社会奉仕活
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動を行って参りました。 

【地域・環境保全委員会】宮内秀章委員長と密に

連携して文化会館の蘇鉄の選定、猿田神社ロータ

リー憩い森桜の選定には、宮内清次会員指揮官の

元会長、幹事、小林会員、社会奉仕委員会で行い

ました。憩い森に新しく月桂樹を入れ替え、四つ

のテストの看板を設置しまた。 

会員皆様の一年間のご協力に感謝申し上げます。 

国際奉仕委員会 髙木 浩一委員長 

本年度は、地区の国際奉仕

委員長を兼務しており、クラ

ブ活動がうまく機能しなかっ

たのは否めなかったように思

います。ただその中でも、地

区において、8月に行われた、

奉仕プロジェクト委員会・財

団委員会合同セミナー、各分

区で行われた情報研究会での地区奉仕プロジェ

クト委員会での国際奉仕委員会のＰＲ、国際奉仕

委員会アンケートの実施等の経験を 4月例会にお

いて、「地区国際奉仕活動の現状」と題して会員

の皆様にご報告できたことは、これからの国際奉

仕委員会活動に参考になったかと思います。ただ、

60周年記念式典に於いて、フィリピン・サウスダ

バオＲＣのメンバーを呼べなかったことは、心残

りでありました。次年度以降の友好クラブとして

の付き合い方も考えていかなければならないと

思います。また、「（仮称）国際交流委員会」設立

準備委員会への参加もあり、国際奉仕委員会が地

域においても活動の場を求められていると考え

ます。一年間ありがとうございました。 

青少年奉仕委員会 田中 英子委員長 

青少年奉仕委員会では、

本年度より小委員会は RAC

委員会のみとなりましたが、

会員皆様のご協力のおかげ

で、活動計画に基づき、例

年通りの事業を実施するこ

とができましたことを心よ

りお礼申し上げます。 

補足と致しましては、年度当初、今年度は「出

前教室」は行わないとのことでしたが、理事会に

て実施することが決定し、今年度中の予定では、

6月 27日（火）午後１時より、六中にて行うこと

が決定しております。 

また、「学友会委員会」につきましては、学友

がロータリーと末永い関係を保てるよう、学友と

の協力方法を会員に知らせたり、ロータリーのウ

ェブサイト「My ROTARY」でアカウント登録をす

るよう学友に促したりしているようですが、発足

の日が浅いため、思うように活動できていないの

が現状のようです。今後も地区と連携しながら活

動していくことになると思います。 

最後に、RAC委員会の丸山委員長には、1年間、

公私にわたり、千葉科学大学 RACをサポートして

頂き、ありがとうございました。次年度も引き続

きよろしくお願い致します。拙い委員長ではあり

ましたが、みなさのおかげで無事任務を終えるこ

とができました。1 年間、ありがとうございまし

た。 

委員会報告  
丸山 泰典ＲＡＣ委員長 

千葉科学大学 RAC 最終例会のご案内 

日時：６月２９日（木）１８：３０点鐘 

会場：千葉科学大学ﾏﾘｰﾅｷｬﾝﾊﾟｽｹﾞｽﾄﾊｳｽ 

登録料：３，０００円（当日集金いたします） 

御都合の付く方は是非ご出席下さいますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

宮内 秀章次年度社会奉仕委員長 
第 67回社会を明るくする運動 

市内大行進にご参加ください 

日時：平成 29年７月１日(土)午後 1時 40分～ 

集合場所： 銚子市役所前 

参加者はメークアップの対象となります。御多忙

中のところ恐縮ですが、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・金島君 

神津君・木曽君・越川君 

大里君・信太君・杉山君 

富永君・高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】 

6/19ＲＬＩ  宮内(龍)君  

6/20銚子東 RC石毛君・島田君 

6/25アクターズミーティング 丸山君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥42,000 計 ￥528,000 

スモールコイン ￥  ― 計 ￥ 52,883 

米山 BOX ￥ 2,460  計 ￥ 54,321  

希望の風 ￥  ―  計 ￥321,400 

次週のプログラム（７月５日） 

2017－18 年度 第一例会   

「会長・幹事就任挨拶」 

松本 恭一会長 

小林 昭弘幹事 

お弁当：大新（幕の内） 

      

 

 


