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創 立 昭和32年３月２３日 
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事務所  銚子市三軒町19-4 

     銚子商工会館４階 

電 話  0479-23-0750 
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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 

「地区の国際奉仕について」  

国際ロータリー第２７９０地区 

国際奉仕委員会 委員長 鈴木 荘一様(君津 RC) 

 

前回例会報告（１１月１日） 

点 鐘：松本 恭一会長 

国歌君が代斉唱 

ロータリーソング：奉仕の理想 

四つのテスト唱和 

ビジター紹介： 

ガールスカウト千葉県第２１団  

団委員長 大内史枝様（卓話者） 

会長挨拶 

先日の日曜には台風２２号、そして月曜日は

木枯らし１号と季節の移り変わりの早さを感じ

る今日この頃です。本日は、当クラブでもお馴

染の、大内史枝様がお越し下さいました。後ほ

ど卓話をよろしくお願いいたします。 

 今月は R 財団月間です。そして２９日（日）

には地区財団セミナーに小林幹事と伴に出席し

てまいりました。 

また２２日に地区 R 財団委員会の卓話がござい

ますので、本日は「アインシュタインのメモと

物の価値」という話をさせていただきます。 

 先日、アインシュタインのメモがオークショ

ンで２億５００万円の値で落札されたことを皆

さんご存じでしょうか。１９２２年１１月に来

日した際、宿泊先の帝国ホテルでベルボーイに

渡したチップ代わりの２枚のメモです。１、２

行の幸福論が書かれているだけですが、９５年

後の今年、ドイツ在住の親戚がオークションに

出品し、この値が付いたそうです。 

 アインシュタインは、１９１５－１６年に相

対性理論を発表しましたが、それにより２０世

紀最高の物理学者と言われています。当然ノー

ベル賞に値しましたが、余りの革新的な理論に

審査委員たちも躊躇したそうです。その後ノー

ベル賞を受賞しますが、相対性理論ではなく光

量子仮説でした。又、今年の１０月には米国の

学者３名が重力波の観測に成功したことでノー

ベル物理学賞を受賞しました。これはアインシ

ュタインが存在を予言し、アインシュタイン「最
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後の宿題」と言われていたものでした。 

 唯一無二の存在の科学者ということ、そして

今年「最後の宿題」が話題になり最高の時期に

オークションにかけられたことになります。市

場での物の値段は、需要と供給の関係で決まり

ますので、この値段は当然なのかもしれません。 

 一方、アダム・スミスによると、商品・サー

ビスには使用価値（使って役に立つ価値）と交

換価値（お金に換えられる価値）があります。

このアインシュタインのメモは、使用価値はゼ

ロですが交換価値はものすごく高い。逆にボラ

ンティア活動は使用価値こそ高いですが、交換

価値は無料で行いますのでゼロです。そして、

我々の商売を考えてみますと、その両方の価値

を突き詰めていかなければ成り立ちません。つ

まり、ロータリー職業奉仕の理念であります「最

も奉仕する者、最も多く報いられる」はすなわ

ち「使用価値を高めることが出来る者は、最も

多くの交換価値を手に入れることができる」と

言い換えることができるのではないでしょうか。 

第５回理事会報告 

１）１１月１２月１月プログラムの件  …承認 

２）クリスマス家族親睦会予算案の件  …承認 

３）ロータリー情報研修会の件     …承認 

４）会員入会手続き方法の件      …承認 

５）出前教室の件            

…承認 11/21銚子 5中にて実施する 

６）次年度地区委員推薦の件       

…承認 髙木浩一会員を推薦する 

幹 事 報 告 
【週報拝受】 八日市場ＲＣ、佐原ＲＣ 

1. 2017年 11月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ１ドル＝１１４円 

2. 地区大会のご案内（ﾁﾗｼ） 

3. 財団室 NEWS 2017年 11月号 

4. 新マニュアルのご案内（My ROTARY ｱｶｳﾝﾄ登録） 

…ガバナー事務所 

5. R情報研修会テーブルリーダー推薦のお願い 

…第 7分区ガバナー補佐 

6. ｻｳｽﾀﾞﾊﾞｵ RCより 50周年招待状(メール）拝受 

【例会変更】 

成田空港南ＲＣ 

11月 9日(木)休会 

  16日(木)夜間移動例会点鐘 18時 30分 

シーブリーズ 

  23日(木)休会（勤労感謝の日） 

旭ＲＣ 

11月 3日(金)休会（文化の日） 

  17日(金)→19日(日） 

ロータリー情報研修会に振替休会 

  24日(金)夜間例会 点鐘 18時 30分 

会員の記念日   

☆誕生日おめでとうございます。 

高橋宏明会員(10月 27日) 

 

 

 

 

☆結婚記念日  

小田島國博会員(10 月 27日) 

高橋 宏資会員(10 月 31日) 

☆入会記念日  

宮内 清次会員(10月 26日） 

猿田 正城会員(10 月 30日) 

☆創業記念日  

高瀬 幸雄会員（11月１日） 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧田中英子会員 

大内様、本日は快く卓話をお

引き受け下さいまして有難

うございます。どうぞよろし

くお願い致します。 

 

 

✧櫻井公恵会員 

週末つくばに行き丸源ラーメ

ンに食事に行きました。試し

に「信太社長の友達です」と

宣言したところ店長さんの満

面の笑顔と餃子のサービスを

いただきました。とても美味

しかったです。さすが！ごちそうさまでした。 

 

✧永澤 信会員 

先週の銚子法人会のゴルフコ

ンペ。１８０人のコンペでし

たが、ハンデキャップに恵ま

れ３位に入賞しました。 

ありがとうございます。 
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卓  話 

「ガールスカウトのめざすもの」  

ガールスカウト千葉県第２１団  

団委員長 大内史枝様 

ガールスカウト千葉県第２１団の団委員長の

大内史枝です。銚子ロータリー様からは毎年助

成金をいただきありがとうございます。 

 私たちの団体は、昭和４２年に妙福寺の先代

のご住職のご尽力により、ボーイスカウト銚子

第３団ができた後に東総地区では初めてとなる

ガールスカウトが発団されました。おかげ様で

今年 50 周年を迎えます。千葉県には 101 団ま

でありますが、廃団になってしまったところも

多く、現在は 60 数ヶ団になってしまいました。

皆様ご存知のように、大里藤子団委員長が 36 年

の永きに渡り深い愛情と熱意を持って指導して

くださったおかげで今の 21 団があります。その

後を私が引継ぎ 8 年になります。力足らずの団

委員長ですが、皆様に助けていただきながら何

とかやっています。今年 50 周年記念という事で

無謀な計画をたてましたところ、たくさんの

方々が応援してくださり、温かくご支援してく

ださりました。本当に感謝の気持ちでいっぱい

です。さかなクン講演会は来年 1 月 7 日成人式

の後に文化会館で小学生と保護者を対象に開催

することが決まり、準備をしている最中です。

記念誌も秀英社さんにお世話になりながら最後

の追い込みに入っております。 

今日は皆様に、ガールスカウトとはどういう

団体なのか、どのような活動をしているのかを

ご説明したいと思います。これから流す DVD は

7 年前に日本連盟 90 周年のお祝いの時に作られ

たもので、制服は新旧混ざっていますし、国際

的な問題への取り組みプロジェクトなどは古い

ものになっていますが、ガールスカウトを理解

することができると思いますのでご覧下さい。 

（視聴後） 

 皇室ともご縁があり、紀宮様もガールスカウ

トに入っていらっしゃいましたし、ヒラリーク

リントンさん、アウンサンスーチーさん、小池

百合子さんもガールスカウトの出身者です。 

ガールスカウトでは家庭や学校では経験でき

ない様々なことを体験させ「自分で考え行動で

きる女性、社会に変化をもたらすチェンジエー

ジェント」を育てることを目標にしています。

指導者オレブ・ベーデンポーエルが初来日した

時に日本の少女たちに「みなさんはきれいな心

と賢い頭と何でもできる手を持って人のために

尽くしてください」と呼びかけたそうです。こ

れは当たり前のようで大変難しいことですが、

私達は社会に役立つ人間作りをしている青少年

団体であるという自覚と誇りを持って日々頑張

っています。 

 実際の活動は、月２回市民センターや市内の

コミュニティーセンターをお借りして集会をし

ています。野外活動の他、老人ホームの慰問や

募金をしたりジオパークの方と海岸清掃をした

り市の行事のお手伝いやボランティアも積極的

に行っています。直近では、10 月 1 日に県下一

斉に「ガールスカウトカフェ」を実施しました。

これは楽しみながら防災、減災を学ぶ集会で私

達の団は、消防署の方を講師にお招きして「災

害時に身を守る方法」をロープや毛布を使って

子供にもわかりやすく教えていただきました。

講義のあとは防災〇×ゲームや新聞紙のスリッ

パ作りを楽しみ、おやつにジッパー袋で作った

簡単ゼリーを食べました。また今週の日曜日(５

日)には少団協、青少年相談員の皆さんと市民ウ

オークラリー大会を開催します。毎年 300 人位

の参加者があり、今年は飯沼小グランドから 4

キロのコースを歩きます。 

このように楽しくてためになる団体ですので、

お知り合い、お身内に女の子がいらっしゃいま

したら、是非ご入会下さいますようお声掛け下

さいませ。地域の皆様に愛されるガールスカウ

トとしてこれからも努力して参りますので、変

わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げま

す。 
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次週のプログラム（１１月１５日） 

「銚子の偉人 濱口 梧陵」(仮題)  

千葉科学大学 危機管理学部  

教授 藤本 一雄様 

 

お弁当：大新（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

委員会報告  

島田洋二郎クラブ研修・情報委員長 

＝ロータリーの友 11月号＝ 

今月は「ロータリー財団月間」ですのでそれに

ちなんだ記事が載っています。その中から 2 つ紹

介させて頂きます。 

横書きの「ポリオ撲滅」に関する「ビル・ゲイ

ツ財団」の関りについて・・2007年、“ロータリー

1億ドルチャレンジ”＝ロータリーが集めた寄付額

と同額をゲイツ財団が補助金として拠出をすると

いうものですが、以降、ゲイツ財団は寄付額を増

やしていきます。 

ロータリーは本年度より向う 3 ヵ年、ポリオに

対する目標寄付額を年5,000万ドルとしましたが、

ゲイツ財団はロータリーの集めた寄付の 2 倍を拠

出することとし、3年間で最大 4億 5,000万ドルと

いうことになります。 

 「友」には載っていませんが、ロータリーのポ

リオに対する関りは大きく 3 つあります。一つは

「ファンドレイジング」で、皆さんからの寄付も

含めての募金活動、2 つ目としては、「アドボガシ

ー」これは各国政府や他機関への寄付の働きかけ

を行うことです。3番目はロータリアンによるボラ

ンティア活動ということになります。 

 一時期、ポリオ撲滅まであと一息というところ

までいきましたが、昨年ナイジェリアで再度発症

し、現在はアフガニスタン、パキスタンを含めて 3

か国がポリオ発症国となっています。 

 縦書きの最初、「ロータリー財団奨学生・その後」

として、現宮崎大学学長、池ノ上
イ ケ ノウ エ

克
ツヨム

氏の投稿が寄

せられています。池ノ上氏は鹿児島大学を卒業後、

産婦人科医の医師として、昭和 46年当時、鹿児島

において生まれてくる、また生まれてこようとす

る赤ちゃんの死亡率が高いことを危惧し、病院の

外科部長であった鹿児島西RCの外西
ト ニ シ

寿彦
トシヒコ

氏に相談

します。外西氏は赤ちゃんに対する「周産期医学」

というものがあることを池ノ上氏に紹介し、「ロー

タリー財団奨学金」を活用してアメリカの南カリ

フォルニア大学へ留学することになり、周産期医

療を学ぶことになります。アメリカで様々な症例、

研究に出会い、再び鹿児島へ帰り、九州そして日

本の周産期医療の充実に尽くされ、当時有名にな

った「山下さんちの五つ子ちゃん」の担当医でも

あったそうです。 

 投稿の最後に、池ノ上氏は「ロータリアンの皆

さんに支えられて、自分の職業を通して地域に奉

仕する人生を歩んでいます。産婦人科医として立

派な赤ちゃんが生まれるように貢献していくこと

で職業奉仕を進めていきたい」と結んでいます。 

ロータリー財団「未来の夢計画」によって、池

ノ上氏の頃とは奨学金も変わりました。地区補助

金による奨学金、これは国の内外を問わず、研究

分野も細かく問いません。また、グローバル補助

金による奨学金の方は、大学院での研究として、

その研究対象は、皆さんご存知の「ロータリーの 6

つの重点分野」に限られ、また、海外の大学とい

うことになります。奨学金の額も多く、その審査

はかなり厳しいようです。また、ロータリアン、

そしてその家族は奨学生の対象外となることをつ

け加えておきます。 

ほかの奨学金としては「ロータリー平和フェロ

ーシップ奨学金」があります。これは“平和及び

紛争解決の分野におけるリーダーを育成・支援す

る奨学金プログラム”です。世界から選ばれるお

よそ 100 名の平和フェローは、全世界 7 校の指定

大学で修士課程、専門能力開発修了書プログラム

に参加します。 

指定校はスウェーデン・ウプサラ大学、英国・

ブラッドフォード大学、アメリカ・ディユーク大

学・ノースカロライナ大学、オーストリア・クイ

ーンズランド大学、タイ・チェラロンコーン大学、

そして日本の指定校は国際基督教大学です。 

 

【出席報告】 

会員総数４０名 出席計算３７名  

出 席：２８名 欠 席： ９名  

出席率 ７５．６８％ 

欠席：青野君・石毛(英)君・宮内(秀)君 

島田君・副島君・高瀬君・富永君 

鈴木君・高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】  

10/31銚子東ＲＣ  大里君 

11/3 ツーリング 石毛君・髙木君 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 11,000 計 ￥244,250 

スモールコイン ￥  2,500 計 ￥ 22,716 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 21,656  

希望の風 ￥ 24,000  計 ￥132,100 


