
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２９５３号（２０１７年７月１２日発行） 

 

    

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 松 本 恭 一 

副会長 金 島   弘 

幹 事 小 林 昭 弘 

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   

2017-2018年度 ＲＩテーマ 

ロータリー：変化をもたらす 

ROTARY:MAKING A DIFFERENCE 
2017-2018ＲＩ会長 イアンH.S.ライズリー 

 

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 寺嶋 哲生 (柏ＲＣ)  

広報・会報委員会   委員長 副島 賢治 

副委員長 遠山 靖士 委 員 大岩 將道 

  
 
 

今週のプログラム 
「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 

 

前回例会報告（７月５日） 

点 鐘：松本 恭一会長 

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 

 ２０１７－１８年度がいよいよスタートし

まして銚子ロータリークラブ第６１代の会長

を務めさせていただくことになりました。まず

もって私のようにロータリーの知識も乏しく

特に勉強もしてこなかった者を会長として迎

え入れていただける事に対し、皆様の寛容の心

に感謝申し上げます。皆様方の期待を裏切らぬ

よう精いっぱい一年間努めさせていただく所

存です。 

 本日は鈴木達也新入会員の入会式がござい

ます。これで４０名でのスタートとなりますが、

中途半端な天気をも吹き飛ばす、すばらしい本

年度のスタートとなりました。 

 さて、先週の例会後からの一週間の活動報告

を申し上げます。 

 ６月２８日（水）例会後に新旧会長幹事慰労

激励会が２１名の参加により暁鶏館で行われ

ました。二人のお孫さんが誕生し、一年間の大

役を終えた島田パスト会長が、兒玉会員からの

花束の贈呈で見せた安堵の表情がとても印象

的でした。７月１日（土）は本年度最初の事業、

「社会を明るくする運動」への参加でした。雨

のためパレードは中止でセレモニーだけにな

りましたが、９名の参加をいただきました。４

日（火）には銚子七中で出前授業を行いました。

櫻井公恵会員が「問屋の仕事」、永澤信会員が

「リスクと未来を考える授業」をテーマに２ク

ラスをひとつにまとめそれぞれ５０分の授業

を行いました。学校の年度（４～３月）で４校

の出前授業を行いますが、ロータリークラブに

ふさわしい奉仕活動であることを確信いたし

ました。 

 そして本日、おかげ様で本年度最初の例会を

迎えることができました。後ほどの就任挨拶に

おいてくわしく述べさせていただきますので

これで会長挨拶とさせていただきます。 

 

 

 

 

 
 

新旧会長幹事バッジ交換 
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第 1回定例理事会報告 
１）委員会構成の件         …承認 

２）会費、入会金、各種負担金の件  …承認 

３）誕生祝い品の件         …承認 

４）東ＲＣとの役割分担の件     …承認 

５）Ｒ財団寄付の件         …承認 

６）例会日程の件          …承認 

７）取引先金融機関の件       …承認 

８）交際費等の件          …承認 

９）同好会、青少年団体補助金の件  …承認 

１０）メーキャップ等の取り扱いの件 …承認 

１１）関東近県野球大会の件     …承認 

１２）ガバナー補佐訪問クラブ協議会の件 

…承認 8月 30日例会終了後 

１３）ガバナー公式訪問クラブ協議会の件 

…承認 9月 13日公式訪問・例会終了後開催 

１４）出向者旅費交通費の件     …承認 

１５）クラブ活動計画書の件     …承認 

１６）千葉科学大学留学生交流会決算報告の件 

…承認 

１７）7月 8月 9月プログラムの件  …承認 

１８）鈴木新入会員ｶｳﾝｾﾗｰ・所属委員会の件 

…承認 ｶｳﾝｾﾗｰ：島田洋二郎会員に決定 

１９）第 3回クラブ協議会の件     

…承認 ７月 19日例会終了後に開催する 

２０）地区希望の風推進委員会設置の件…承認 

幹 事 報 告 
【週報拝受】舘山ＲＣ 

1. 2016-17年度事務所閉鎖のご案内 

…直前ガバナー事務所 

2. ガバナー事務所開設のご案内 

3. 第 1回アクターズミーティングのご案内 

4. 財団室 NEWS 2017年 7月号 

5. 奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会セミナーのご案内 

6. ガバナー月信第 1号発刊ご挨拶・合本に替わ

るクラブ保管用ファイルのご活用のご案内 

7. 公式訪問の進め方について 

8. 希望の風推進委員会設置の可否について 

9. 月信データの送り先について 

…ガバナー事務所 

10. 平成 29年夏の交通安全運動実施要綱 

…銚子市交通安全都市推進協議会 

11. 中桐万里子様より 記念誌送付お礼状拝受 

【例会変更】 

鹿島臨海ＲＣ 

7月 14日(金)役委員慰労会のため  

鹿島ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ点鐘 6時 30分 

旭ＲＣ 

7月 28日(金）夜間例会 点鐘 18時 30分 

成田空港南ＲＣ 

7月 13日(木)休会 

  20日(木)夜間移動例会 田中商店 点鐘 18時 

会員の記念日 
☆誕生日おめでとうございます。 

 

髙木 浩一会員 

（７月 3日）       

 

 

 

 

 

入会記念日 

小林 昭弘会員(7 月 2日) 

松本 恭一会員(7 月 4日) 

創業記念日 

阿天坊俊明会員(7 月 1日) 

副島 賢治会員(7 月 1日) 

ニコニコＢＯＸ  
✧大ニコニコ 高瀬幸雄会員  

職業奉仕委員会も 17-18年度早々の 7月 4日に出

前教室を七中で実施。櫻井会員・永澤会員の講演

でスタート致しました。皆様の御協力がないと職

業奉仕は成り立ちません。一年間の応援宜しくお

願い致します。 

 

✧松本恭一会長・小林昭弘幹事 

松本年度のはじまりです。どうぞよろしくお願

いします。 

 

✧阿天坊俊明会員 

夏の甲子園千葉大会が 7月 11 日より開幕し銚

子商は 12日千葉商と 1回戦闘います。応援よ

ろしくお願いします。 

 

✧宮内秀章社会奉仕委員長 

去る 7月 1日に予定してました社会を明るくす

る運動は雨の予報により行進は中止となり健

康福祉センターにてセレモ二―のみ行いまし

た。雨にもかかわらず多数のご出席ありがとう

ございました。 

＝会長就任挨拶＝ 松本 恭一会長 
それでは会長の就任挨拶を

させていただきます。 

 私は入会して丸１０年、本

年度１１年目に入ります。10

年在籍しているといいまし

ても、ロータリーを気晴らし

の場と考えて過ごしていま

したので、知識不足、勉強不
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足は顕著です。３月の会長エレクト研修セミナー

後に勉強する予定でしたが、叶わぬまま本日を迎

えてしまいました。従いまして、外部に対しまし

ては会長とし恥ずかしくないようしっかりと振

る舞うつもりですが、内部では１１年目の不勉強

な会員とし甘えさせていただきたいと思います。 

 さて、本年度 RI 会長はオーストラリアサンド

リンガム RC のイアン HS ライズリー氏ですが、

まずこの本年度ロ

ゴマークをご覧下

さい。これは多様性

とそれを包む寛容

の心を表していま

す。まさにロータリ

ーの原点です。世界

の国々が自国ファ

ーストに向かう傾向が強まり、テロ、紛争等絶え

ない情勢の中、本年度のこのロゴの意味は大きい

と思います。そしてテーマは「ロータリー：変化

をもたらす」です。実践的具体的奉仕活動によっ

て人々の人生、社会を変える程の変化をもたらそ

う、それが出来るのかロータリーであるという意

です。RI が最近打ち出している奉仕活動重視の流

れであり、自己満足でない実践的具体的奉仕活動

を推奨していると理解します。 

 一方、本年度２７９０地区ガバナー柏 RC の寺

嶋哲生氏は若干５８歳の若さ、現役の柏商工会議

所会頭です。地区協議会では、世界と日本の経済

情勢を私見を交え詳しく述べられていました。地

区の行動指針は「理念と実践」です。RI の実践的

奉仕重視の流れは肯定された上で職業奉仕を中

心とした理念も益々深く掘り下げていこう、理念

と実践を共に推し進めていこうということだと

理解します。RI 会長、ガバナー共に実践的奉仕活

動を推奨されています。 

 そこで本年度当クラブのテーマを「奉仕プロジ

ェクトの見直しと充実」にいたしました。銚子

RC は６０年の歴史と伝統があり人材も豊富でそ

れぞれが地域、職業で活躍されています。このま

までも十分だとも思いますが、そこに自己満足で

ない地域のニーズにあった継続的に続けられる

奉仕活動を新しく加えたいと思います。ひとつは

本年度より行う数校への出前事業ですが、他にも

皆さんと模索していきたいと思います。 

 最後になりますが、先日の新旧会長幹事慰労激

励会においてある先輩から激励のことばをいた

だきました。「会長は会員を全員会長色に染めて

もいいんだよ、会長の特権です。」どうせ会長を

やらせていただくのだから思い切ってやるつも

りです。皆様と共に充実した一年を送れるよう努

力いたします。ご指導ご鞭撻をよろしくお願いし

まして会長の就任挨拶とさせていただきます。 

＝幹事就任挨拶＝ 小林 昭弘幹事 

 今年度、幹事を務めさせて

いただくことになりました、

小林です。まだ入会して 3年

ですが、大役を仰せつかりそ

の責任の重さを強く感じて

おります。と同時に経験の浅

い私を選んでいただいて、た

いへん感謝しております。 

幹事をお受けしたからには、甘えてはいられませ

んので、しっかりと勉強して、ロータリーの事を

少しでも多く学び、伝統ある銚子ロータリーを汚

さぬよう努力して参ります。また、他クラブとの

交流も多くなりますので、良い所を吸収して、よ

り楽しく充実したクラブにできればと思います。 

今年度 1年、松本会長を支え、会員の皆様、銚子

ロータリーのために一生懸命務めさせていただ

く所存でございます。どうぞ宜しくお願いいたし

ます。 

=ご挨拶＝    櫻井 公恵ＳＡＡ 

週に１度の例会が襟を正し

た学び合いの場となるよう、和

やかでありつつも凛とした例

会進行を心掛けて参ります。皆

様のご協力お願いいたします 

 

 

委嘱状伝達 

 

 

 

 

 

 

入会式 

 

鈴木達也会員 

事 業 所：スバル千葉東㈱ 

代表取締役 

職業分類：自動車小売 

所属委員会：親睦活動委員会 

ｶｳﾝｾﾗｰ：島田洋二郎会員 

地区出向者 

丸山泰典会員☞RAC 委員長 

髙木浩一会員☞社会奉仕副委員長 

宮内龍雄会員☞ロータリー研修委員会委員 

佐藤直子会員☞フェローシップ委員会委員 

小林昭弘会員☞RAC 委員会委員 
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委員会報告 

島田洋二郎クラブ研修・情報委員長 

新年度の第 1例会、行事が

目白押しで時間がございませ

ん。一点だけご紹介をさせて

頂きます。 

 2017－18 年度国際ロータリ

ー会長イアン・ライズリー氏の

テーマは 「 Rotary ： Making 

Difference ロータリー：変化をもたらす」です。Rotary

の次に［：］コロンがありますが、コロンはイコールとほ

ぼ同じ意味ですので、直訳すれば「ロータリーは違い

を作る」と訳せます。 

 横書きの写真 8ページから 17ページには「人と人と

をつなぐ＝the Social Networker」としてイアン・ライズ

リー氏と奥様のジュリエットさんの人となりを紹介して

います。 

 その 12 ページの大きな「し」から始まる段、1977 年

に、アメリカのデュアルテ RC が女性会員 3 人を入会

させると、国際ロータリーからなんと、クラブの加盟認

証を取り消されるということが有ったそうです。その頃

はまだロータリーがその定款に「会員は男性のみ・

male person」とされていたためです。ご承知の通りロ

ータリーは今ではその会員資格が大幅に緩和されて

いますが、基本は職業人の集団ですので、当時、企

業家と言えばほとんどが男性だったことからと思いま

す。そのことに触れ、イアン氏が 1978 年にサンドリン

ガム RC に入会した際、会員が男性だけだったことに

思いも至らなかったと言っています。そして、「人口の

半分を拒否する団体は一体何なんだ・・人を差別す

る団体にはいたくない」と、退会も考えたのち、女性

の入会のために尽力されたそうです。 

 社会状況も変わり、女性の起業家、実業家も増え、

国際ロータリーは定款を変更し、女性会員を受け入

れることとなります。イアン氏の奥様・ジュリエットさん

はサンドリンガムRCではなく、1995年、ハンプトンRC

の創立会長になったと紹介されています。 

 
 

7 月 4 日(火)銚子第七中学校で開催。 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2017-18 年度

第一例会  

乾杯のご発声は宮内清次会員 

 

 

 

【出席報告】 

会員総数４０名 出席計算３９名  

出 席：３２名 欠 席： ７名 出席率 82.05% 

欠席：青野君・金子君・丸山君・杉山君・富永君

高橋宏明君・遠山君 

【Ｍ Ｕ】 

7/1社会を明るくする運動 （参加９名） 

石毛君・金島君・小林君・松本君・宮内(秀)君 

大里君・島田君・杉山君・田中君 

7/4出前教室（5名） 

小林君・松本君・永澤君・櫻井(公)君・高瀬君 

7/5インターアクト合同会議 丸山君 

7/9アクターズミーティング 丸山君・髙木君 

7/11銚子東 RC 小林君・松本君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【お知らせ】 

平成２９年夏の交通安全運動に 

ご参加ください 

日  時：7 月 12 日(水)午後 4 時～ 

集合場所：銚子大橋交差点 

※ＭＵ対象となります。 

よろしくお願い致します。 

社会奉仕委員会 

ニコニコ BOX ￥31,000 計 ￥31,000 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥― 

米山 BOX ￥ 3,410 計 ￥ 3,410  

希望の風 ￥29,000  計 ￥29,000 

次週のプログラム（７月１９日） 

「ガバナー補佐卓話」 

第 7分区ガバナー補佐 中村 亮太様 

（旭ＲＣ） 

 
お弁当：膳（幕の内） 

     しら 

 

 

出前教室 

講師： 

櫻井公恵会員 

問屋のお仕事 

講師： 

永澤 信会員 

リスクと未来

を考える授業 


