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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 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 

ガバナー補佐就任挨拶 卓話「七夕とお盆」 

第 7分区ガバナー補佐 

中村 亮太様（旭ＲＣ） 

 

前回例会報告（７月１２日） 

点 鐘：松本 恭一会長 

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：銚子東ロータリークラブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 

本日は銚子東ロー

タリークラブ殿より

泉川会長、宮内幹事、

大内会長エレクトが

お越し下さいました。

後ほどご挨拶をお願

いいたします。 

 先週は九州北部で

集中豪雨による大変

な被害が発生しまし

た。亡くなられた方々にお悔やみを、被害に遭

われた方々にお見舞いを申し上げます。自然災

害があるたびに感じることは、どんなに経済が

栄え科学技術が発達しスマホをひとり一台持

つようになっても、人間は自然には敵わない、

人間は地球に生かされている、それは縄文時代

からも変わらない、もっと謙虚に生きていかね

ばならないということです。 

 米山奨学会より当クラブに二つの表彰があ

りました。ひとつは米山功労クラブ（２１回目）、

そして「累計３千万達成クラブ」これは地区大

会で表彰をいただけるそうです。創立から長年

に渡る会員皆様方の善意の積み重ねの結果で

あります。 

 本日の卓話は五大奉仕委員長就任挨拶です

ので組織について話させていただきます。 

 民間の会社は活力を出す手段として時代に

合わせあるいは先取りし、組織を変えながら利

益を追求していきます。例えば、お客様相談室、

食の安全室、CSR 推進室など一昔前では考えら

会長      幹事    会長ｴﾚｸﾄ 

泉川徳士様    宮内博様  大内一恭様 
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れない部署も登場しています。ロータリーはど

うでしょうか。銚子クラブのここ１０年を調べ

てみますと、過去ずっと続いていた４大奉仕委

員会から５大奉仕委員会に変更されたのが１

２－１３年度、社会奉仕委員会の小委員会であ

った新世代奉仕委員会が独立し、翌年度名称を

青少年奉仕委員会と変え今日に至っています。

１０年前はクラブ奉仕委員会には小委員会が

８ありました。それが統廃合または他の委員会

に移り、現在は４小委員会になっています。そ

れぞれ理由があり変更したのでしょうが、機会

があったら調べてみたいと思います。 

 私はロータリーの組織は利益を追求する民

間会社のようには頻繁に変える必要は無いと

思います。余程フィットしていないのなら別で

すが、慣れ親しんだ組織でじっくり活動を行う。

組織の問題でなく、いかに活力あるクラブを運

営していくかが重要だと思います。 

 本日の卓話は、5 大奉仕委員長の就任挨拶で

す。個性的で一家言ある方ばかりです。例年と

違った独創的な話を期待したいと思います。 

幹 事 報 告 
【週報拝受】波崎ＲＣ 

【活動計画書拝受】流山ＲＣ 

1. 新ロータリー年度に寄せて

(ＲＩ会長からのﾒｯｾｰｼﾞ） 

2. ガバナーノミニー・デジグ

ネート推薦のお願い 

3. 2019年度 規定審議会制定案提出のお願い 

4. 米山記念奨学委員会卓話依頼書 のご案内 

5. 会員増強・退会防止セミナーのご案内 

…ガバナー事務所 

6. 2017年度上期普通寄付金のお願い 

7. ロータリー米山記念奨学会 50年のあゆみ 

発刊のお知らせ 

8. 米山功労クラブ感謝状 

9. 達成クラブ表彰のお知らせ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

【例会変更】 

千葉科学大学ＲＡＣ 

次回の例会は 7月 13日（木）17時点鐘 

会員の記念日 
結婚記念日 

石毛 英俊会員(7月 7日) 

入会記念日 

高瀬 幸雄会員(7月 6日) 

杉山 俊明会員(7月 7日) 

堀米 秀和会員(7月 8日) 

富永 泰夏会員(7月 9日) 

ニコニコＢＯＸ  

 ✧銚子東ＲＣ泉川徳士会長・宮内博幹事 

１年間宜しくお願いします。 

 

✧五大奉仕委員長 

本日卓話させて頂きます。1年間各委員会お世

話になります。 

 

＝五大奉仕委員長就任挨拶＝ 
クラブ奉仕委員会 金島 弘委員長 

本年度クラブ奉仕委員長

を担当させて頂きます。松本

恭一会長の方針と意向に沿

って小林昭弘幹事、各委員委

員長と蜜に打ち合わせしな

がら務めていますので宜し

くお願い致します。 

前年度 6月 7日例会終了後に松本会長、小林

幹事、クラブ奉仕神津裕之副委員長、田中英子

例会運営委員長、石毛充会員増強委員長、副島

賢治広報会報委員長に参加して頂き、意見交換

をしました。永澤信親睦活動委員長は出席出来

ませんでしたが、各委員長と連携しながら務め

ていますので会員各位の皆さんにさらなるご

協力をお願い申し上げます。 

ロータリーの例会は会員の資質を磨く場所

であるとか人間形成の道場とも言われていま

すので出席率の向上と実りある例会、新入会員

と退会防止に努力して行きます。重ねて宜しく

お願い致します。 

職業奉仕委員会 高瀬 幸雄委員長 

2017-2018年度のRI会長、

イアン H.S.ライズリーさん

のテ－マは「変化をもたら

す」です。そして会長は月

信 7 月号にメッセージとし

て次の言葉を掲載していま

す。ロータリアンは、「奉仕を通じて人々の人

生に変化をもたらせると信じ、誰かの人生をよ

り良くしているのだと理解している」と言って

います。又、奉仕プロジェクト委員会の職業奉

仕委員長の中村さんのスローガンは「職業奉仕

をもっとやさしく身近に考えてみませんか！」

です。そしていよいよ、五大奉仕並行論がスタ

ートする年度でもあります。物事の考え方は、

自己を中心に周りを見るか、他者の立場でから

こちらを見るかにより大きく見え方が違って

くるようです。 

以前、このような話がある記事に掲載されて
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いました。地球儀を逆さまにして日本を見てみ

ると、中国大陸からみると、太平洋に出るため

には日本の国は、大変邪魔な存在に映るようで

す。又、北半球は夏でも南半球は冬です。物事

全てには、二面性が有ります。私は、佐藤直子

会員の後、職業奉仕委員長になりました。佐藤

会員は四つのテストの唱和は続けてほしいと

の発言が有り、続けることにしました。出前教

室も続けます。前年度との違いは委員長が変わ

ったぐらいですが、継続は力と思っています。

ダーウインの進化論ではありませんが、力の強

いものが生き残るのではありません環境に適

合していくものが生き延びるのです。 

RI 会長の「変化をもたらす」や中村職業奉仕

委員長の「職業奉仕をもっと身近に考えてみま

せんか」の言葉に対する、具体的な方針は何も

持っていません。職業奉仕とは一生懸命に考え

て議論して見つけるものでしょうか。私は、ロ

ータリアンになった瞬間から奉仕をしてきて

いると、今、感じています。お金を出している

だけかもしれませんが、立派な奉仕です。しか

し、お金だけではだめですと考えることから話

がややこしくなります。職業奉仕は、会員各位

の考えを、行動力や実行力で表すことで充分だ

と思います。それは、ロータリアンが考えたこ

とであるからです。 

本年度の銚子ロータリークラブの職業奉仕

委員会の活動計画は六項目です。詳細はクラブ

活動計画書に掲載します。これらを通して RI

会長方針や職業奉仕委員長の考えに近づける

ことが出来れば幸いと思います。皆様のご協力

をお願い申し上げます。 

社会奉仕委員会 宮内 秀章委員長 

 社会奉仕委員会では、これ

までの継続事業をはじめ、小

委員会であります環境保全

委員会と、改めて地域や環境

保全について見つめ直して

いきたいと思っております。

また、今年度は若い世代の方を交えて地域社会

に対する奉仕（実践）と共に貢献活動を積極的

に取り組んでいきたいと考えます。 

毎年継続で行なっております社会を明るく

する運動、交通安全運動への参加は例年通り行

なってまいります。小委員会であります地域環

境保全委員会の計画にもあります、ロータリー

憩いの森の管理をはじめ、駅前花壇の手入れ等 

協力して行なってまいります。 

また、今年度は、地元地域に関する自然環境

について市民と一緒に考えられるようなプロ

ジェクトを立案しております。そこで、本年度

はその第１回目として小学生高学年を対象に、

現在の自分たちの周りの自然について、どのよ

うに考えているのか、感じているのかまたこれ

からどうなって欲しいのか、自分達の住む街銚

子の素晴らしさと夢を改めて見つめ直し、作文

を通して自然の大切さをはじめ、誇れる街銚子

を共に学べるようなイベントを計画しており

ます。そして、この銚子を小さな子供たちが自

ら感じる視点で情報発信することによって今

までにない街の素晴らしさ、自然の大切さを考

え、後には街の活性化に繋がっていくのではな

いかと考えます。 

現段階ではまだ計画途中ではありますが、皆さ

んのご協力と、沢山のアドバイスを頂ける様お

願い申し上げます。 

１年間宜しくお願い致します。 

国際奉仕委員会 佐藤 直子委員長 

今年度、国際奉仕委員長を

務めさせて頂きます。宜しく

お願い致します。 

私がロータリーに入会させ

て頂いてから、周りの方から

「ロータリーってどんな団

体？」「何をしてるの？」と

いう質問を受けることが多々ありますが、果た

して自分の所属している組織の内容を、端的に

そして誤解の無いように説明できているロー

タリアンがどれだけいるのでしょうか？今年

度のイアン・ライズリーＲＩ会長はそのことに

ついて「ロータリー：変化をもたらす」と答え

るとしています。つまり、「奉仕を通じて人々

の人生に変化をもたらせると信じている」と明

言していますが、具体的な内容には言及してい

ません。 

 鬼丸昌也というウガンダの元少年兵の心の

ケアと自立支援のための活動をしている青年

に、以前こんな質問をしたことがあります。「何

故ウガンダなの？」「国内でも良かったのでは

ない？」すると彼は即座に「支援に空間とか距

離とかは関係ない」「そこに支援を待っている

人がいるからだ」と答えました。なんだかとて

も自分の心にすっきり落ちてきたことを覚え

ています。私は今でもその青年の活動を支援し

ています。 

 また、前年度「フィリピン・ダバオ盲学校支

援プロジェクト―未来の夢計画」で、石毛会員

が奉仕活動優秀ロータリアンとして表彰され
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たことは、当クラブの活動実績でもあります。

そして、当該クラブと友好クラブの締結をした

ことで、この交流を通じて、新たな支援のきっ

かけづくりになればと思っています。今年度は

そのことを意識しながら、次年度に繋げる国際

奉仕プロジョクトの立案になるよう持ってい

きたいと思います。 

 さらに新しい活動としては「銚子市国際交流

会への協力」ということで、在日外国人の支援

を通じて、市内の外国人との交流も図ることに

なると思います。 

 「理念と実践」―掲げた理念を実際の活動を

通して具現化していきたいと思いますので、会

員の皆様と協力しながら一年お役を務めさせ

て頂きます。ご指導、ご鞭撻の程、宜しくお願

い致します。 

青少年奉仕委員会 丸山 泰典委員長 

（代読）上総 泰茂副委員長 

今年度青少年奉仕委員長

の丸山泰典です。五大奉仕委

員長就任あいさつの日に欠

席で申し訳ございません。 

本日私は2017-18年度ロータ

ーアクト地区代表の柴崎さ

んとともに、寺嶋ガバナーに

ご挨拶をするため、引率として柏ロータリーク

ラブの例会に参加しております。 

青少年奉仕委員会におきましては、関東近県

中学生野球大会の支援、小中学校科学作品展の

後援や RYLA の参加などの活動を引き続き行っ

ていきます。また昨年より発足しました学友会

委員会への協力といった面では、学友会 OB 会

への参加、学友会主催 WEBクラブ発足準備委員

会への参加を予定しております。 

 小委員会のローターアクトにおきましては、

11月に 10周年記念例会を計画しております。 

これが今年度のローターアクトにおける 1つの

大きなプロジェクトになりますので、ローター

アクト委員長と協力して計画を実行に移した

いと考えています。高木委員長ご負担をおかけ

して申し訳ございませんが、どうぞ宜しくお願

い致します。 

そして、9 月には学友会委員会がローターアク

ト、インターアクト、交換留学生のまとめ役と

なり、米山奨学生を中心としたバーべキュー大

会が企画されています。千葉科学大学ローター

アクトにも参加要請が来ておりますので宜し

くお願い致します。 

以上 地域の青少年奉仕活動への協力と千葉

科学ローターアクトの活性化を目標にした 1年

となるように努力致しますので、どうぞ宜しく

お願い致します。 

【出席報告】 

会員総数４０名 出席計算３８名  

出 席：３０名 欠 席： ８名 

出席率 78.95% 

欠席：青野君・木曽君・神津君 

丸山君・杉山君・富永君 

高橋宏明君・鈴木君 

【Ｍ Ｕ】 

7/11銚子東ＲＣ 大里君 

7/12柏 RC 丸山君 

7/12薄暮時街頭監視（参加 15名） 
石毛君・金島君・上総君・小林君・神津君 

松本君・宮内(龍)君・宮内(秀)君・永澤君 

大岩君・大里君・副島君・高瀬君・田中君・寺内君 

7/13RAC例会 小林君・寺内君 

7/13習志野中央 RAC  丸山君 

【ニコニコ】 

 

ニコニコ BOX ￥18,000 計 ￥49,000 

スモールコイン ￥ 3,150 計 ￥ 3,150 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 3,410  

希望の風 ￥ ―  計 ￥29,000 

次週のプログラム（７月２６日） 

「新入会員卓話」 鈴木 達也会員 

お弁当：桔梗屋（幕の内） 

 

 
８月例会プログラム 

８月２日 

「会員増強・新クラブ結成推進月間にあたっ

て」 

増谷信一地区会員増強・退会防止委員長 

９日「出前教室に参加して」 会員 

１６日定款により休会（お盆） 

２３日「銚商夢市場プロジェクト」 

銚子商業高校 教諭 石毛 宏幸様 

３０日「バルーンアート」 

リトルフレーバー バルーンアーティスト 

吉井 小也香様 

出席報告： 

田中英子 

例会運営委員長 


