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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 
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銚子ロータリークラブ会報 
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今週のプログラム 

「地域の健康の話題」 

千葉県海匝健康福祉センター 

センター長 井元 浩平様 

 

前回例会報告（１月１７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： 銚子市長 越川 信一様（卓話） 

会長挨拶 

 早いもので１月も半ばを過ぎてしまいました。

今年の冬は世界的に寒いようです。これも地球

温暖化の影響であるときき驚きました。通常で

すと北極の氷の周りを寒波が円を描いて回って

いるらしいのですが、温暖化により一部氷が溶

け寒波が蛇行してしまうそうです。その為、普通

はやってこない日本列島にも寒波が押し寄せて

しまうとのことです。 

 さて、本日は恒例の市長例会ということで、越

川信一市長におこしいただきました。これで５

年連続５回目の卓話になると思います。後ほど

よろしくお願い致します。 

 今月はロータリー職業奉仕月間です。先週配

られました「ロータリーの友」及び「月信」にい

くつか記事が掲載されていますが、皆さんはお

読みになられたでしょうか。寺嶋ガバナーはキ

レのある文章で分かりやすく、結論もはっきり

と述べられております。元 RI 理事松宮剛様は大

変長文で、私には難しく中々理解ができません

でした。 

 私は職業奉仕については単純に考えるように

しています。まず、マクロ的に考えますと、日本

を始めとする先進国は、政治体制は民主主義、経
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済体制は資本主義の両輪で国を繁栄させようと

しています。資本主義は民間・企業が主役で利潤

を上げることにより国を豊かにします。そうし

ますと、理念をしっかり持っていないと利潤を

上げることが目的となってしまいます。すなわ

ち、それぞれが利己的になり、社会の荒廃が起こ

るようになります。そこでロータリーはどう考

えたかというと、職業に奉仕の精神、利他の精神

を取り入れました。奉仕の精神、利他の精神を持

って行う職業こそが、最大の社会貢献活動であ

る、としました。このことが社会を最も良くする

のだと。そして、アーサー・シェルドンの「最も

多く奉仕する者最も多く報われる」という言葉

はつまり、職業により多くの利潤を得ることを

大いに認めています。日本では奉仕は無償、それ

が美徳である、という概念がありますが、さすが

米国発祥のロータリーです。利潤を多く得られ

るサービスを提供し、社会をより良くしていこ

う、ということだと思います。 

 職業奉仕の考えは、人により違いますし人に

説明するのも難しい。ロータリアンそれぞれの

永遠のテーマであるのではないでしょうか。 

これから越川市長に卓話をお願いします。日本

は、どの先進国も経験したことのない急激な人

口減少、少子高齢化にいち早く突入し、他の国よ

りどう乗り切るかを注目されています。その日

本の中でも、先端を走っているのであろう銚子

市のかじ取り役として、大変なご苦労があるこ

とと存じます。生の声を聞かせていただけるの

を楽しみにし、会長挨拶といたします。 

幹事報告 

【週報拝受】小見川ＲＣ 

1. R財団 地区寄付レポート 

2. RLIパートⅡ開催案内 

3. ロータリー国際囲碁大会

のご案内 

4. スリランカセミナーのご案内 

5. トロント国際大会千葉ナイトのご案内 

…ガバナー事務所 

6. 2017年度下期普通寄付金のお願い 

7. ハイライトよねやま２１４ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

8. 創立 50周年記念式典・祝賀会のご案内 

…船橋西ＲＣ 

9. 千葉科学大学おうえん協議会理事会開催の 

ご案内    …千葉科学大学おうえん協議会 

会員の記念日 

☆誕生日おめでとうございます。 

高橋 宏資会員(1月 16日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆結婚記念日   

高橋 宏明会員(1月 15日) 

☆入会記念日 

佐藤 直子会員(1月 11日) 

金子 芳則会員(1月 12日) 

☆創業記念日  

大岩 將道会員(1月 16日） 

ニコニコＢＯＸ  

✧銚子東ＲＣ大内 一恭様😊 

お陰様でガールスカウト 50 周年記念式典及び

“さかなクン”の講演無事終わりました。あり

がとうございました。 

 

 

 

 

 

ニコニコＢＯＸ紹介は 

親睦活動委員会 寺内会員 
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卓  話 

「若い力の活躍」銚子市長 越川 信一様 

  今、銚子では、若

い力が新しい風を

吹き込んでいます。

１２月、銚子電鉄の

外川駅で、懐かしい

電車、デハ８０１号

のリニューアルセ

レモニーが行われ

ました。銚子商業高

校の生徒たちが、銚

商夢市場プロジェ

クトの一環として、企業の協力をいただき、ペン

キを塗り、ヤスリを掛け、サビでボロボロだった

車両をみごとに蘇らせました。 

  ３年前、銚子電鉄が脱線事故を起こしました。

同じ銚子商業の高校生たちが、立ち上がり、寄付

を呼びかけ、５００万円の修理代を集め、電車を

復活させました。銚商生による銚子電鉄支援、

「銚電メイクアップ・プロジェクト」はその後も

続き、駅舎の清掃や銚電を盛り上げるイベント

を続けてきました。高校生ならではのアイデア

で、ぬれ煎餅アイス、銚子メロンアイス、銚子キ

ャベツメロンパンを開発しました。古くなった

仲ノ町駅も同じ、クラウドファンディングで、２

００万円の寄付を集め、高校生たちが直してく

れました。 

  ふるさと愛をつむぎ広げる若い力は、勇気と

挑戦力を与えています。こうした若い皆さんが、

夢と希望をもって働き、暮らし続けられる郷土

を築いていくことが、私たちの使命です。子ども

たちと同じように、ふるさと愛をもって、市民一

人ひとりが主役になって、力を合わせていけば、

必ず、活力あふれる銚子を復活できると信じて

います。 

子育て支援については、４月から、子ども医療

費の助成を拡充します。これまでは通院・入院と

もに、中学３年生まででしたが、神栖市同様に、

高校３年生まで拡大します。所得制限も撤廃し

ます。これまでも「子育てコンシェルジュ」の配

置や、子育て広場の常設化を図りましたが、３０

年度からは「子育て世代包括支援センター」を設

置して、妊娠期から子育て期まで、切れ目ない相

談支援を実施してまいります。 

  福祉パスの実証実験も４月から９月まで行い

ます。７０歳以上の高齢者と障害者が、無料で路

線バスと銚子電鉄が利用できる仕組みを作りた

いと考えています。高齢者・障害者の移動支援と

ともに、高齢ドライバーの事故防止を図るため

のものです。自己負担は実証実験では５００円

ほどいただくことを想定しています。 

  実証実験でどれぐらいの方が利用するのか。

財政負担がどれだけ増加するのか。現在約２，０

００万円かかっている路線バスへの補助がどれ

だけ減額するのか。見極めながら本実施に向け

た検討を進めてまいります。 

  財政再建を図りながら、住みやすいまちづく

りを前進させてまいります。 

 

委員会報告 

島田洋二郎クラブ研修・情報委員長 

スポンサークラブ

である千葉ＲＣへ

の例会・メーキャ

ップを予定してい

ます。 

 

 

日 時 １月２９日(月) 点鐘１２時３０分 

例会場 三井ガーデンホテル千葉 ３階  

ＭＵ料 ３，０００円 

県内では会員数も最も多く、歴史のある千葉

RC の例会を一度見て頂ければと思います。 
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次週のプログラム（１月３１日） 

「銚子ＲＣ・銚子東ＲＣ合同例会」 

会場：太陽の里 

点鐘：18時  

卓話「職業とロータリーと私」 

ＲＩＤ２７９０  

ガバナーノミニー・デジグネート 

漆原 摂子様（勝浦ＲＣ） 

 

送迎バス 

銚子駅丸通Ｐ前 17時 10分出発 

馬場町交差点  17時 20分出発です。 

 

 

【出席報告】 

会員総数４０名  

出席計算３５名  

出 席：２７名  

欠 席： ８名  

出席率 ７７.１４％ 

欠席：青野君・石毛(英)君・宮内(秀)君 

   大里君・佐藤君・富永君・鈴木君 

高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】 なし 

 

 

【ニコニコ】 

ニコニコ BOX ￥ 7,000 計 ￥343,250 

スモールコイン ￥ 2,300 計 ￥ 32,326 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 31,908  

希望の風 ￥ ―   計 ￥186,201 
2 月・３月例会プログラム 

２月７日 木曽 功会員卓話 

１４日  調整中 

２１日「未定」 

茨城県議会議員 西條 昌良様 

 ２８日「サウスダバオＲＣ５０周年」 

    参加会員 

 

３月７日「地区行事に参加して」 

 地区大会参加者・ＩＭ参加者各１名 

 １４日「SUKIMACHIの活動について」 

銚子観光大使 学生団体

「SUKIMACHI」代表 和泉 大介様 

２１日 定款により休会（春分の日） 

２８日 創立記念例会 

 

 

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。 


