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、兒玉 英子  

今週のプログラム 

「会長・幹事就任挨拶」 

松本 恭一会長 

小林 昭弘幹事 

前回例会報告（６月２８日） 

点 鐘：島田 洋二郎会長 

ロータリーソング：四つのテスト 

ビジター紹介：銚子東ＲＣ会長 釜谷 藤男様 

（退任挨拶）

会長挨拶 

本年度最後の例会となりました。今日は銚子東ロ

ータリークラブの釜谷会長が退任のご挨拶にお見え

です。昨日は第 6 中学校において出前教室が行わ

れました。教壇に立たれた信太さん、副島さん、遠山

さん、石毛さん、そして田中青少年奉仕委員長、佐

藤職業奉仕委員長、石毛幹事には準備をして頂き、

皆さんご苦労さまでした。銚子テレビ、大衆日報も取

材に来ていましたが、私は冒頭の全体会で挨拶をさ

せて頂きました。第 6 中の生徒さんは皆さんとても素

直で 36 人の 72 の純粋な瞳がいっせいにこちらを見

つめているので少し緊張をしてしまいました。これま

で出前教室は銚子東と合同で開催をしていましたが、

今回は銚子が単独で開催と致しました。4 月に次年

度の松本会長と一緒に石川教育長にお会いし、4 回

出前教室を開催することになり、まだ終わったばかり

ですが早速来月、次年度の最初の行事として、出前

教室が行われることになります。 

また、明日は千葉科学大学ローターアクトクラブの

最終例会が行われます。私と石毛幹事は分区の用

事があり残念ながら参加できませんが、両クラブで 16

名の会員がこの最終例会に出席頂けるとお聞きし、と

てもうれしくなりました。自分自身ローターアクトには

深くかかわってきましたが、地区も含めてその活動が

低迷しています。丸山さんが次年度は地区のロータ

ーアクト委員長となりますが、アクトの改革に一生懸

命取り組んでいます。皆さんで協力して盛り上げてい

っていただければと思います。 

今年は地区への出向者が、高木国際奉仕委員長、

ローターアクトへは丸山さん、小林さん、そして研修

委員会へ宮内龍雄さんが後半から出向となりました。

次年度は加えて佐藤直子さんと、5 名が地区の仕事

をすることになります。地区の会議はほとんど千葉方

面となり、銚子からの出向は時間のハンデがついて

きます。クラブによっては地区への出向者はクラブの

役職を免除され経費も出るところも有ります。本年度

から、出向者へ交通費として 20,000円の補助を出す

こととしました。自分も複数年、地区にはお世話にな

りましたが、本当に毎回が一日がかりとなってします。

銚子から 5名というのはこれまで有りませんでしたが、

地区のクラブの中でも最上位の人数だと思います。

皆さんには大変ですが、せっかく地区に出られるの

ですから色々な情報をクラブへ持ち帰ってきて頂け

ればと思います。 

今日が最後の会長挨拶となります。本当に最後と

いう中で、誠に個人的な事で申し訳ないのですが、

先週の例会、そして被選理事会が終了して旭中央病

院に向かい、16：30、長女に無事双子の男の子が誕

生しました。母子ともにとても元気です。クラブ創立50

周年の年、杉山会長・信太幹事年度に銚子ロータリ

ークラブへ入会させて頂きましたが、その年の 8 月に

母親が他界をしました。 

そして今年、60 周年の年に会長を務めさせて頂き、

初孫が出来るというのも何かの縁ではないかと思いま

す。また今年 9 月は、長い間ロータリークラブにお世

話になった父の 13回忌にもあたります。 
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本年度の例会は、3 月 18 日の式典が例会振替と

なりましたので、実際の例会開催は今日で 46 回とな

ります。熱を出して例会を休むピンチが一度ありまし

たが、何とか避けることが出来ました。 

このあと退任の挨拶も有りますが、皆様にはあらため

まして一年間大変お世話になりました。銚子ロータリ

ークラブの発展と皆様のご健勝を祈念申し上げ、最

後の会長挨拶とさせて頂きます。 

臨時理事会報告 
１）伊東正博会員退会承認の件    …承認 

幹 事 報 告 
【週報拝受】旭ＲＣ、銚子東ＲＣ 

1. 会長賞の報告締切 

2. ２０１７年７月のロータリーレートは、 

１ドル＝１１１円 

3. 印西ＲＣ次年度幹事・事務局変更のお知らせ 

…ガバナー事務所 

4. ｸﾗﾌﾞ研修リーダー・委員長セミナーのご案内 

5. 2017年 7月のクラブ請求書の件 

…ガバナーエレクト事務所 

6. 女子ソフトボール台湾代表のキャンプに伴

う広告協賛のお礼 

…銚子市世界大会等キャンプ誘致推進委員会 

7. 60周年記念誌御礼状 ＰＧ白鳥政孝様より 

8. ひろくんを救う会より皆様へ 

…ひろくんを救う会一同 

会員の記念日 
☆誕生日おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

猿田 正城会員   喜寿小田島國博会員 

（6月 27日）      （8月 3日） 

ニコニコＢＯＸ  
✧銚子東ＲＣ釜谷藤男会長・中川進幹事 

銚子ロータリークラブ島田会長、

石毛幹事そして会員の皆様には 1

年間たいへんお世話になりありが

とうございました。今後ともご指

導のほどよろしくお願いいたしま

す。 

✧大ニコニコ 島田洋二郎会長 

会員皆様、理事役員の方々には一年間お世話に

なり有難うございました。本日、最終例会を迎

えることができました。 

✧大ニコニコ 島田洋二郎会長 

先週 21日(水)長女が無事双子の男

の子を出産しました。松本副会長に

は双子なので 20,000円と言われま

したが、ゴカンベン下さい。 

✧大ニコニコ 石毛  充幹事 

一年間幹事として務めさせて頂き、

ありがとうございました。 

✧小林 昭弘会員 

皆様のおかげでＳＡを無事終える事

ができそうです。ありがとうござい

ました。 

✧佐藤直子職業奉仕委員長 

田中英子青少年奉仕委員長 

昨日、銚子第六中にて出前教室を 4

名の会員にて無事終わり、好評を得

ることが出来ました。 

素直な子供たちにいやされながら

楽しい時間をすごすことができま

した。講師をお引き受け頂いた 4名の皆様ありが

とうございました。 

✧金子 芳則会員 

昨日、銚子商工の総代会が開催され、

決算報告無事終了しました。今年も 1

年引き続きＲＣともども努力してま

いります。 

＝会長退任挨拶＝ 島田 洋二郎会長 
先ほど最後の会長挨拶をさせて

頂きましたが、退任挨拶はその続き

となります。 

先々週のクラブ協議会、そして先

週の 5 大奉仕委員長の退任挨拶、

一年間を振り返りしみじみと聞かせ

て頂きました。自分自身、この一年

半のことは鮮明に・・言葉を代えれ

ば生々しく記憶していますので、今はまだ振り返って冷

静に考えることができないというのが本音です。各委員

会については次年度の活動計画書の中の活動報告と

して細かくお知らせをさせて頂こうと思っています。 

今から約2年半前の11月初め、その時は杉山ガバナ

ー補佐の幹事、地区では青少年奉仕委員会の統括副

委員長をやっていましたが、大岩指名委員長と宮内龍

雄さんがいらっしゃって、次々年度の会長をというお話

を頂きました。クラブにお世話になっている以上、いつ

かは会長をしなければならないとは思っていましたが、

60 周年の年ということで「本当に自分でいいのか・・？」

という気持ちだったのが本当のところです。そして、真っ

先に石毛充さんに幹事をお願いしました。 

60 周年ということで被選理事会を実行委員会立ち上

げのための準備委員会として活用もさせて頂きました。

また、2016年の 4月には 3年ごとの国際ロ－タリーの規
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定審議会があり、ロータリーの立ち位置、定款も大きく

変わることになります。会員資格について、会費・入会

金について、例会についてなどなど、被選理事会を毎

月開き、それへの対応にも追われていました。 

年度前の 6 月の始めだったと思います。高瀬例会運

営委員長が埼玉の八潮ロータリークラブへメーキャップ

に行かれ、7 月第 3 例会の卓話者として元 RI 会長・田

中作次氏をお招きすることになりました。60 周年記念例

会として東クラブとの合同例会とし、鈴木ガバナー補佐

を通して第 7 分区の皆さんにもお声をかけ、当日はこの

会場がギッシリいっぱいになったのを初めて経験しまし

たので、「年に一度はこういう例会も良いのでは・・」とも

感じました。 

本年度は地区補助金の申請もしました。金島社会奉

仕委員長と相談をして、補助金申請受付が 3 月末日ま

でですので、書類をそろえ、60 周年の記念事業として

計画をしていた駅前ロータリーの改修事業と社会奉仕

委員会の委員会事業を兼ね合わせて活用することにし

て準備をしていきました。金島委員長とは何度か市役所

へ出向き、ベンチにしてもいろいろと規制があることが

分り、金島さんは仕事柄、専門分野ですので、すべて

金島委員長にお任せを致しました。9 月に設置して、越

川市長、吉原観光協会会長、銚子駅助役の加瀬様を

お迎えして贈呈式も行い、銚子テレビ、千葉日報、大衆

日報の取材も受け、多少なりとも銚子ロータリークラブの

PRにもなったのではと思っています。 

先週の佐藤職業奉仕委員長の挨拶で、今年の例会

では毎例会「4 つのテスト」の唱和を行うことにしたお話

がありました。佐藤委員長には例会の卓話にベテランの

皆さんに話を頂けるようにお願いを致しましたが、加瀬

先生、そして猿田先生にもお話を頂くことが出来ました。

自分は入会して 10 年になりますが、加瀬先生のお話を

まるまる 25 分お聞きするのは初めてでしたし、たくさん

の書物も用意してくださっていました。例会前に、卓話

の際には座ってされますかと、とても失礼なことをお聞き

しましたが、直立不動でお話をされました。諸先輩方に

は今後とも銚子ロータリークラブを支えて下さることを、

改めてお願いを致します。 

3月 18日に開催した 60周年式典、クラブの事業、そ

して 60 周年実行委員会として、二足の草鞋をはき替え

る暇もないほど忙しい時も有ったかと思います。おかげ

さまで 155名の参加を頂き、パストガバナー8名、多くの

地区の役員の皆さんにも出席して頂けました。講演をお

願いした中桐万里子さんが体調を崩し、代わりに話され

た中尾久美子さんの話も、とても良かったと思います。

参加頂いた皆さんからは、高い評価を頂いています。皆

さんには当日は本当にお疲れ様でした。 

毎例会、小林 SA、そして親睦委員会の皆さん、石毛

充幹事は11:30にはほぼ毎回、例会場に来ていました。

自分も出来る限り早めに行って皆さんと打合せをしまし

たが、本当にお疲れ様でした。 

最後に、石毛幹事についてお話をします。この一年

半、会員の皆さん、そして事務局の河野さんと常に連絡

を取り合ってクラブを支え通してくれました。また行事が

ある際には連絡をくれて「明日、何なにがあります。時間

は何時です」と必ず伝えてもくれました。年度が始まる

前ですが、石毛幹事から「会長は挨拶だけ考えてくれれ

ばいいです。あとはすべて自分がやります」と言ってくれ

た言葉通り、銚子ロータリークラブをしつかりと陰で支え

てくれたのは、石毛幹事だということは間違いありません。

奥さんの環さんが充さんに惚れて結婚したということが、

よ～くわかった一年でした。皆様には感謝の気持ちしか

ございません。最後の最後に心より御礼を申し上げ、退

任の挨拶とさせて頂きます。有難うございました。 

＝幹事退任挨拶＝  石毛 充幹事 
皆様、こんにちは！本年度、幹

事を務めさせていただきました石

毛充です。伝統あふれる格調高い

銚子ＲＣの幹事として、なんとか今

日まで努めることができました。 

当初は私が幹事だなど畏れ多く、

不安でたまりませんでした。しかし

今考えるに、不安で眠れなかったのは島田会長や会員

の皆様だったのではないでしょうか。 

1年を顧みますと、なんと充実した時だったことか。 

会員となって、一番パワーに溢れ活き活きとした 1 年だ

ったように思います。特に印象深かったことを思い出し

ていきたいと思います。 

まずは地区大会です。当然のことなのですが、前日

の晩餐会に幹事として初めて出席し、厳かな雰囲気に

驚きました。本当によい経験ができました。 

そして 1月に銚子ＲＣ60周年のご案内のため、スポン

サークラブの千葉ＲＣを青野実行委員長、島田会長、

私の 3 名で訪問いたしました。昼食はフランス料理でし

たので、ナイフとフォーク。慣れないことに緊張しまくっ

てしまいました。また 1年間あちこちのクラブ例会に出席

させていただいてきました。茂原中央ＲＣでは、会員が

作業ズボンにポロシャツ、スニーカーといういでたちで

いらして驚きました。また、会長と二人で茂原ＲＣの例会

場へ着くと、無人の廃屋にぎょっとしてしまいました。会

場の変更があったようで、あわてて調べなおして向かい、

参加することができました。また、以下のようにたくさんの

ＲＣの周年行事にも参加してまいりました。 

富津中央ＲＣ…50周年  茂原ＲＣ…60周年 

印西ＲＣ…50周年  八日市場ＲＣ…55周年 

銚子東ＲＣ…45 周年  各クラブともそれぞれに趣向

を凝らし、すばらしいイベントでした。 

私は今年度髙木会員とともに、今年度 RLI（ロータリ

ー・リーダーシップ研究会）でファシリテーター養成講座

を受講いたしました。これは、私にとっては一つの挑戦

であり、今年度のテーマである「新たな一歩」につながる

ものです。自分の苦手を克服しよう、自ら望んで成長し

たい、そして幹事として職務を全うしようと考えたのです。

今はまだよく解りませんが、自分に自信がつき？話すこ

とが嫌いでなくなってきたようで、自分の変化に驚いて

います。 

また、60 周年記念式典は皆様のご協力のおかげで

大成功をおさめることができました。年度の当初より打ち

合わせを重ねながら、アトラクションの準備や練習を必
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死にこなした甲斐がありました。また佐藤直子さんの施

設をお借りし、皆で時がたつのも忘れ真剣に練習に打

ち込んだ日々。そのあとで食べるカップラーメンの美味

しいことと言ったら…。涙が出るほど美味しくて、汁まで

平らげてしまいました。 

最後に、私の本領を発揮した「記念誌」を皆様のお手

元にお届けして有終の美を飾ることとなるのですが…。

配布寸前に間違いが発覚し、印刷と製本し直してやっと

完成させました。妻からは「ごめんなさい。式典の写真

のダルビッシュがあなただってバラしちゃって」社員から

は「ロータリークラブ、大変ですねえ」と白い目？…。し

かしながら、きちんとした記念誌を皆様のお手元にお届

けする事ができ、本当に嬉しい限りです。 

あっという間の1年でした。多くの経験を積み、学びを

得ることができました。そして温かい励ましのお言葉をた

くさん頂戴し、皆様に支えていただき、こうして任期を終

えることができます。心より感謝と御礼申し上げ、私の退

任の挨拶とさせていただきます。 

米山功労者表彰 

大里忠弘会員（第２回） 

松本恭一会員（第２回) 

 

 

 

 

 
 

6 月 27 日(火)銚子第六中学校で開催。 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 月 28 日(水) 18 時 30 分～ ぎょうけい館 

乾杯のご発声は    島田会長･石毛幹事お疲れ 
猿田 06-07 年度Ｇ補佐        様でした。 

【出席報告】 

会員総数４１名 出席計算３８名 出席：２６名 

欠 席：１２名 出席率 68.42% 

欠席：青野君・石毛(英)君・伊東君・木曽君 

越川君・丸山君・宮内(秀)君・櫻井(公)君 

杉山君・副島君・富永君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】 

6/27出前教室 （8名） 

石毛君・石毛(英)君・佐藤君・副島君・島田君 

信太君・田中君・遠山君  

6/27銚子東 RC宮内(秀)君 

6/29分区会長幹事会 石毛君・島田君 

6/29ＲＡＣ最終例会（参加 9名） 

金島君・小林君 

松本君・丸山君 

大里君・髙木君 

高橋君・田中君 

寺内君 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥53,000 計 ￥581,000 

スモールコイン ￥ 2,710 計 ￥ 55,593 

米山 BOX ￥  ―  計 ￥ 54,321  

希望の風 ￥  ―  計 ￥321,400 

次週のプログラム（７月１２日） 

「五大奉仕委員長就任挨拶」 

金島 弘クラブ奉仕委員長 

高瀬 幸雄職業奉仕委員長 

宮内 秀章社会奉仕委員長 

佐藤 直子国際奉仕委員長 

丸山 泰典青少年奉仕委員長 

お弁当：黄鶴（中華） 

      

 

 

出前教室 

会長幹事慰労会・次年度会長幹事激励会 

 

講師：副島 賢治会員 

①私たちのミッション「ＩＣＴ

を活用してお客様をサポート」

②サイバー攻撃の現状と情報 

セキュリティ強化対策 

 

講師：遠山靖士会員 

わりと身近な保険の

話 

 

講師：石毛英俊会員 

ホテル別邸 海と森、

真実の瞬間 

講師：信太秀紀会員 

社長になるためには！ 

 


