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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５階大会議室 

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 

第６１回年次総会 

「口腔がんについて」 

高橋 宏資会員 

 

前回例会報告（１１月２９日） 

点 鐘：松本 恭一会長 

ロータリーソング：手に手つないで 

四つのテスト唱和 

 

 

 

 

 

ビジター紹介： 

千葉科学大学ＲＡＣ会長 米川 直志様 

       直前会長 木村  徹様 

 

会長挨拶 

 １１月最後の例会で

す。明後日から師走、

先週金曜日には中学時

代の仲間と早くも忘年

会がありました。これ

からはシーズンですの

で、皆さま体調管理に

十分ご留意下さい。 

 本日は、千葉科学大

学ローターアクトクラブ米山直志会長、木村徹

直前会長がお越しになりました。１１月４日の

１０周年記念事業、２人で何もかもやり大変だ

ったと思います。懇親会含めほのぼのとした雰

囲気で大変良かったと思います。お疲れさまで

した。 

 さて、最近は大相撲暴力問題、大企業の不正

など重いニュースが続く中、先日日曜日、一服

の清涼剤のような仕事を頑張る女性に出会いま

したので、お話させていただきます。 

 鯖サミットが第一市場で開催されましたが、

そのボランティアとして参加しました。仕事は

第一市場北口での車の誘導、交通整理ですが、

警備会社の女性と我々ボランティア３名、計４

名で行いました。具体的には、入口は一般車を

侵入禁止にし、お客様の駐車場になる第三市場

からのシャトルバスと関係者の車のみの誘導、

一般のお客様へは駐車場の場所案内です。その

決められた仕事だけをやっていれば良いのです

が、想定外のことが色々発生します。体の不自

由な方への駐車スペース案内、特に道路横断者

が多く、車を止め横断させる仕事が多くなりま

した。その警備会社の女性は、時には走り回り

そして車に無視されても笑顔で応えていました。

見ていると、仕事を生き生きと誇りを持って働

いている人には敵わないと感じます。 

 一方、大企業では不祥事が続いています。何
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故だか本当の所は分りませんが、大きな組織で

働いているとお客様が見えなくなる、自分の仕

事の位置づけが分からなくなる、そして組織の

為にだけ仕事をするようになってしまうからな

のでしょうか。 

 ロータリーの職業奉仕は、この女性警備員さ

んのように、「自分の仕事の社会的意味をしっか

り理解し、誇りを持って仕事をすること」だと

思います。自分自身も気を引き締めていきたい

と思います。 

 最後に、今年卒業される二人に、はなむけの

言葉を贈ります。チャリーチャップリンの言葉

に「人生はクローズアップでみれば悲劇、ロン

グショットでみれば喜劇」があります。日々大

変だ、困難ばかりだと思っていても、人生なん

て後で振り返るとそんなものです。これから歩

むであろう長い人生、回り道しても気にせずに

気長に歩んで下さい。まずは、ここ銚子で偶然

出会ったふたりが一生の友として歩むことを願

います。 

幹 事 報 告 

1. 2017年 12月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ１ドル＝１１２円 

…ガバナー事務所 

2. 60周年お礼状拝受…佐原ＲＣ 

3. 出前教室感想文…銚子第 5中 

4. 平成 29年冬の交通安全運動実

施要綱 

…銚子市交通安全都市推進協議会 

【例会変更】 

小見川 RC 

12月 20日(水)忘年家族会点鐘 18時 30分  

割烹旅館丸山 

   27日(水)休会 定款第 8条第 1節 Cによる 

成田空港南 RC 

12 月 14 日(木)移動例会クリスマスファミリー会 

点鐘 18時 ホテルサンモール 

12月 21日(木)移動例会 大祓式 金刀比羅神社  

12月 28日(木)休会 

旭 RC 

12月 22日(金)クリスマス家族会点鐘 18時 30分 

   29日(金)休会 定款第 8条第 1節(C）により 

 

会員の記念日  なし 

ニコニコＢＯＸ  

✧小田島國博会員 

11月 27日 28日銚子商工ふれ

愛旅行「直虎大河ドラマ館と

舘山寺温泉ホテル九重」に泊

まり、私の初体験、大杯によ

る乾杯の音頭に指名され、一

気飲みを連想して大変動揺

しました。しかし私の思いより酒量が少なかっ

たので気持よく飲み干しました。 

参加者は私のほか宮内清次、大岩、神津、宮内

龍雄、信太、宮内秀章会員の 7 名です。宮内清

次、信太秀紀会員のキャラとの話術等を中心に

多いな盛り上がりの中にもロータリーの四つの

テストを鑑み、参加者全員が和気藹々と楽しい

一時を過ごしました。 

 

 

卓  話 

「千葉科学大学ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ 10周年」  

髙木 浩一ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員長 

ローターアクト委員長をさせて頂いておりま

す。髙木です。 

先ずは、１１月４日（土）2017-2018 年度国

際ロータリー第 2790 地区千葉科学大学 RAC10

周年記念式典を皆様のご協力の元、滞りなく開

催することができましたことを、ご報告いたし

ます。ありがとうございました。 

さて、RAC は、1968 年、世界で最初にアメ

リカで誕生しました。同年、日本においても、
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川越で設立されており、第 2790 地区では、そ

の１年後の 1969 年に館山 RAC が設立され、

2017-2018 年度 2790 地区で現在活動している

クラブは 5 クラブです。 

その内訳は、 

館山 RAC（1969 年設立）提唱 RC 館山 RC、 

習志野中央 RAC（1991 年設立）提唱 RC 習志

野中央 RC、 

茂原 RAC（2007 年設立）、提唱 RC 茂原 RC・

茂原東 RC・茂原中央 RC、 

千葉科学大学 RAC（2007 年設立）提唱 RC 銚

子 RC・銚子東 RC・旭 RC、 

市原中央 RAC（2010 年設立）提唱 RC 市原中

央 RC です。 

我々銚子RCが提唱する千葉科学大学RACは、

千葉科学大学（創立時、平野敏右学長）に２０

０７年６月１９日に（創立時、会長・中田幹久

危機管理学部 3 年生 総勢 15 人）創立誕生しま

した。この年、銚子 RC も５０周年の節目の年

であり、会長は杉山俊明会長で、幹事は信太秀

紀会員でありました。第 1 回例会は、同年（2007

‐2008 年度）7 月 9 日に行われました。そして、

同年 11 月 25 日（日）に同大防災シミュレーシ

ョンセンターにおいて、2790 地区で 9 番目、大

学では初の誕生で、銚子・銚子東・旭の 3 提唱

RC の会員をはじめ、地区内から約 80 名のロー

タリアンが出席し、認証状伝達式が行われ（設

立時ガバナー）白鳥政孝 2790 地区ガバナーから

中田 RAC 会長に認証状が伝達されました。 認

証伝達式時の会長は桜井喜一郎パスト会長、幹

事が宮内 榮元会員、当時はまだ RAC 委員会は

なく千葉科学大学 RAC 創立から担当したのが、

当時新世代育成委員会委員長の信太秀紀会員で、

創立から第一回例会、伝達式と大変なご苦労で

あったと思いま

す。 

さて、10 周年

記念式典ですが、

当日は、RAC 会

員 2 名での参加

となりましたが、

地区内から約５０名のロー

タリアンが参加し 3 部構成

で行われ、第 1 部の式典では、米川会長の点鐘

から始まり、国歌斉唱、RAC ソング、中村ガバ

ナー補佐（旭 RC）挨拶、松本会長挨拶、千葉科

学大学 RAC 米川会長挨拶、学長挨拶（代読 三

村先生）クラブ活動報告と厳粛に執り行われま

した。 

第二部は、「感染症について」と題して、千葉科

学大学 大野先生に大変興味深い講演をいただ

きました。 

そして、第 3 部の懇親会はカフェマリーナにお

いて、和気あいあいと懇親を深めることができ

ました。 

今回 10 周年という節目の年に委員長をさせて

頂いておりますが、地区内を見ますと RAC の会

員数は、どのクラブも減っており、これから活

動するうえで、会員の確保が一番の課題である

ことは、言うまでもなく提唱クラブである私た

ちも RAC 同様課題であるのは確かなことであ

ります。また、特に千葉科学大学 RAC は、4 年

という活動期間が限られますので、提唱クラブ

会員が個々に、これから先どのように RAC 発展

させていくか考える時期に来ているのかも知れ

ません。が、ともあれ、これから１５年、２０

年と RAC が今以上に発展していくよう皆様の

お力をお借りしたいと思いますし、まだ本年度

も残っておりますのでご協力をお願い致します。 

 

 

【御礼とご報告】 

先日の 10 周年記念式典ご参加いただきありが

とうございました。今後も精進していきます。 

  千葉科学大学ローターアクトクラブ 

米川直志会長  木村徹直前会長 
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次週のプログラム（１２月１３日） 

「ちょうしがよくなるクラブの活動について」 

NPO法人ちょうしがよくなるくらぶ 

トラベル＆スポーツコーディネーター  

亀野 陽太郎様 

お弁当：膳（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 宮内秀章社会奉仕委員長 

『交通安全運動・防犯運動合同出動式  

歳末特別警戒パトロール街頭キャンペーン』 

日時：１２月７日(木)１７：５０集合 

場所：銚子市役所市民プラザ 

※出動式終了後、銚子駅周辺まで徒歩にて、 

街頭キャンペーンを実施 

 

『 薄 暮 時 街 頭 監 視 』 

日時：１２月１９日(火)  

16：００～17：00 

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。 

 

 

【出席報告】 

会員総数４０名 出席計算３６名  

出 席：２９名 欠 席： ７名  

出席率 ８０．５６％ 

欠席：青野君・金子君・永澤君・島田君 

富永君・鈴木君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】  

12/2 地区委員長会議 丸山君 

12/4 地区ゴルフ大会  

小林君・宮内(龍)君・大里君 

12/5 銚子東ＲＣ 堀米君・大里君・島田君 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 7,000 計 ￥303,250 

スモールコイン ￥ 2,500 計 ￥ 27,316 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 26,513  

希望の風 ￥ ―  計 ￥132,100 

ロータリアンの行動規範 

ロータリアンとして、私は以下のように行動

する。 

1. 個人として、また事業において、高潔さと

高い倫理基準をもって行動する。 

2. 取引のすべてにおいて公正に努め、相手と

その職業に対して尊重の念をもって接する。 

3. 自分の職業スキルを生かして、若い人びと

を導き、特別なニーズを抱える人びとを助

け、地域社会や世界中の人びとの生活の質を

高める。 

4. ロータリーやほかのロータリアンの評判

を落とすような言動は避ける 

国際ロータリーの青少年と 

接する際の行動規範に関する声明 

 

国際ロータリーは、ロータリーの活動に参加 

するすべての青少年のために安全な環境をつ

くり、維持するために努力している。 

ロータリアン、その配偶者、その他ボランテ 

ィアは、接する児童および青少年の安全を考 

え、肉体的、性的、あるいは精神的な虐待か 

ら彼らの身の安全を守るため、最善を尽くす 

責任がある。 

 

2006 年 11 月、ＲＩ理事会により承認 


