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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 

「新入会員卓話」 

泉 英伸会員  

前回例会報告（２月７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：  

 

 

 

 

 

 

 

 

銚子東ＲＣ    千葉科学大学 企画室  

大内 一恭様   ＩＲ企画課 中島資彦様 

会長挨拶 

 早いものであっという間に２月に突入しまし

た。今年の冬の特別な寒さも、もうすぐ終わっ

てしまいます。今のうちにこの寒さ、十分に味

わっておきたいものです。 

 先月２９日（月）に親クラブであります千葉

RC の例会に、５名で行って参りました。島田研

修情報委員長の、新入会員に他クラブ例会を見

てもらうという本年度方針によるものです。水

曜日例会に慣れている私にとって、月曜日例会

は違和感がありました。会長挨拶が短く１分弱、

非常に厳粛で格調高い例会でした。参考になる

場面もいくつかありました。そして先週の合同

例会、おかげ様で無事終わりました。２０２０

年度ガバナーになられる漆原摂子様、大変な行

動力がありスケールの大きい方とお見受けしま

した。当地区で初の女性ガバナーになりますが、

今年度寺嶋ガバナーの若さといい、近頃地区が

大変新鮮に感じられます。ガバナーに関しては、

これからはエイジレスの時代、時には９０歳位

の矍鑠とされた方が出てこられてもいいのかな

と思います。 

 今月は、ロータリー平和と紛争予防／紛争解

決月間です。ロータリーの活動自体が世界平和

を希求していますが、特に６つの重点項目（貧

困、健康、教育などの分野）の解決により平和

を実現しようとしています。そして特に力を入

れているのが、人材育成ではないかと思います。

身近なものでは、米山奨学生、地区が行う交換

留学生など。難易度の高いものとして、財団に

よるロータリー平和フェローがあります。 



−2− 

２００２年に創設、世界で年間 100 名以内、日

本からは毎年１～３名位、世界７大学（日本は

国際基督教大学）に設置されている６ロータリ

ー平和センターでの研究を行います。目的は、

政府・事業・教育・メディアなどに携わる、有

望な指導者に知識と世界理解を推進するため、

様々な国から選抜し上級教育の機会を提供する

ことです。元国連高等弁務官の緒方貞子氏も、

この制度の前進であるロータリー親善奨学生で

あったことは良く知られています。そして本年

度は RI 会長の方針で世界平和会議が６回開か

れます。これらの活動は主にロータリアンの寄

付で賄われていますので、我々も平和活動に貢

献していることになります。 

 さて、本日の卓話は木曽功会員によるユネス

コの話です。ユネスコも世界平和を希求してい

る団体です。木曽会員はユネスコ特命全権大使

の職に就いておられました。個人的にもう少し

早くお聞きしたかった内容です。大変興味深い

話をお聞かせ下さると思いますので楽しみにし

まして会長挨拶といたします。 

第８回定例理事会報告 

１）２月３月４月プログラムの件    …承認 

２）お花見移動例会の件…承認  

4/11猿田神社 移動例会100％出席とする 

３）合同例会決算案の件        …承認 

４）クラブ協議会の件 

…承認 2/14例会終了後開催 ﾘｰﾀﾞｰ高橋宏資会員 

５）親睦旅行の件 

…承認 5/20（日）東京方面  

６）中間決算案の件          …承認 

７）米山奨学生受け入れとカウンセラーの件 

…承認 

８）船橋西ＲＣ５０周年の件      …承認 

９）波崎ＲＣ４０周年の件       …承認 

10）淵岡新入会員の件         …承認 

カウンセラー：上総泰茂会員  

所属委員会：親睦活動委員会 

11）サウスダバオＲＣ５０周年の件   …承認  

12）優秀ロータリアン推薦の件     …承認 

幹事報告 
1. 平和と紛争予防／紛争解決

月間リソースのご案内 

2. 地区大会プログラム一部変

更のお知らせ 

…ガバナー事務所 

3. 創立４０周年記念式典のご案内…波崎ＲＣ 

4. 2018-19年度版ロータリー手帳注文のお願い 

…ロータリーの友事務所 

5. 平成２９年度学位授与式のご案内 

…千葉科学大学 

6. 銚子市国際交流パーティーのご案内 

…銚子市国際交流協会 

【例会変更】 

八日市場ＲＣ 

２月１３日(火)夜間移動例会点鐘 18時 30分港屋 

  ２０日(火）地区大会へ振替のため休会  

銚子東ＲＣ 

２月１３日(火)移動例会 点鐘 12時 30分円福寺 

３月６日(火)⇒４日(日)ＩＭに振替のため休会 

会員の記念日 

☆誕生日おめでとうございます。 

金島  弘会員(1月 26日) 

阿天坊俊明会員(1月 27日古稀)  

桜井 広和会員(1月 31日) 

☆入会記念日  

大里 忠弘会員(2月 5日） 

☆結婚記念日  

金島  弘会員(1月 27日） 

島田洋二郎会員(1月 29日) 

副島 賢治会員(1月 30日) 

泉  英伸会員(2月 2日) 

☆創業記念日  

島田洋二郎会員(2月 1日） 

ニコニコＢＯＸ  

✧桜井広和会員 

第 7 回目の年男を迎えること

が出来ました。 

 

 

 

✧大里忠弘会員 

先日行なわれた両ＲＣゴルフコンペにて優勝

する事ができました。寒風吹き荒ぶ中、参加さ

れた皆さんのおかげと感謝申し上げます。 

これで宮内秀章会員に並べたかと思います。 
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✧高瀬幸雄会員 

1 月 25 日銚子ﾛｰﾀﾘｰと東ﾛｰﾀﾘｰの

合同ゴルフ大会で準優勝に輝き

ました。 

 

卓  話 

「ユネスコについて」  木曽 功会員 

皆様ご存知かとは思いますが、今一度認識し

て頂くためにユネスコという組織についてお話

させて頂きたいと思います。 

 ユネスコは歴史的には古くはなく、第 2 次世

界大戦が終了してすぐの 1946 年に設立された

組織です。 

 現在、加盟国は 195 カ国でほとんどの国が加

盟しております。 

 パリを本部に活動しておりますが、大きく 3

つの分野を担当しております。一つは「教育」、

二つ目は「学術」特に自然科学について、最後

三つ目は「文化」です。現在は「文化」の部分

が非常に大きくなっており、世界遺産等の「文

化」の分野に関する様々な取組が盛んに行われ

ております。 

 ユネスコという組織ですが、実は国際連合の

下部機関で基本的には教育・学術・文化の分野

において国際平和を目的とした国連の活動をサ

ポートする組織となっております。 

 長期的な平和の構築を目指す上での「教育」・

「学術」・「文化」についてですが、「教育」につ

いては、教育がなければ民主主義は成り立たな

い、国民が教育を受けているということが民主

的な国家を築く上で一番重要なポイントとして

考えられております。 

 続いて「学術分野」では、「学術」はインター 

ナショナルであり、学術には国境がなく、諸刃

の剣のような要素はありますが長期的に平和に

貢献できるものです。 

最後に「文化」ですが、宗教を含めた異文化

を理解する力がないと争いになります。戦争の

歴史をみますと猜疑心、自分たちの文化ではな

いので相手が何をするのかわからない。宗教や

言葉等のいろんな意味で文化を超えて理解し合

うことが重要であるということです。以上の観

点からユネスコは「教育」・「学術」・「文化」の

三つを担当しています。 

ユネスコでは、一番何を重要視しているかと

いうと実は条約を作るということでして、様々

な分野で条約を作って、その条約の枠の中で活

動をしています。基本的に会議という形で全て

が進みますが会議では文化・風習の異なる 195

カ国の代表が集まって様々な思惑を持って議論

していくわけですから中々調整が難しいですね。 

最後は多数決で決定するので結局多数派工作

が一番重要な仕事になってしまいますが汗を流

せばそれだけの結果が得られるということです

のでどの社会でも同じなんだなという風に私は

思っております。 

 今一番問題となっているのはユネスコの「政

治化」でして政治と離れることを目的にニュー

ヨークではなくパリに作ったわけですけど、195

カ国の様々な思惑から離れられなくて政治化し

ていき色々なところでフリクションを起こして

おります。 

アメリカが脱退し、日本はもう脱退したほう

が良いのではないかという声も聞きます。それ

についてどう考えていくかということなのです

が、残念ですけども現実、そういう問題も抱え

ながら今ユネスコが 72 年目ぐらいになってお

ります。 

今後、是非ユネスコについて興味を持って新

聞等をみて頂きたいと思います。 

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 2 月  

今月は「平和と紛争予防・紛争解決月間」と

なります。横書きの 8～9P、東京米山友愛 RCの

川妻二郎氏の投稿が載っています。川妻氏は当

初、2710地区(広島県・山口県)、2002－03年の

地区ガバナーをされた方で、のちに東京へ移ら

れました。この「原爆から生き残る」という投
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稿は、１月の国際ロータリーの公式雑誌である

「ザ・ロータリアン」に掲載されたものが、そ

のまま今月の「ロータリーの友」に掲載された

ものです。 

1945年 8月 6日に広島に原子爆弾が落とされ

ますが、当時川妻氏は 18歳で、学徒勤労令によ

って、広島県の三原にある工場で航空機の燃料

を作っていたそうですが、原爆投下の知らせを

受け、広島の実家に戻り、お姉さんの遺体を見

つけて引き取ることになります。また姉の義理

の母の大変な状態の遺体との対面などが書かれ

ています。川妻氏は現在 90 才、「あの日のこと

は決して忘れられない・・このような爆弾はあ

るべきではない・・私はこれからの人生を平和

活動に捧げる」と言います。 

草木も育たないと言われた広島に、原爆投下

から 6 か月後、一部の樹木に芽がついたそうで

す。川妻氏はこの原爆から生き延びた樹木をグ

ローバル補助金を活用して「平和の樹木」とし

て世界各地に植えることを目標にしているそう

です。昨年の「アトランタ国際大会」の際に、

カーターセンター(ノーベル平和賞を受賞した

元アメリカ大統領・ジミー・カーターが作った

施設)に、イチョウを植樹するお手伝いをしたそ

うです。この時の模様は東京米山友愛 RCの特別

代表・関博子氏がネットに挙げていますので、

興味のある方はご確認ください。 

縦書きの 4～8Pには、川越ロータリークラブ

所属の今泉清嗣氏、ご自身のポケットマネーで

「今泉記念ビルマ奨学会」という団体を作られ

た方です。 

今泉氏は戦時中、ビルマ(現在のミャンマー)

であのインパール作戦に参加、無謀ともいわれ

た日本軍の実施した戦争で、大きな犠牲を払っ

た作戦ですが日本は敗戦、今泉氏は運よく日本

に帰り、そして埼玉で不毛と言われる土地を大

変な苦労をして開墾して生計を立てていかれた

そうです。 

今から約 30年位前ですが、当時の戦友の協力

のもと、「ビルマ奨学会」を作られました。奨学

金は、ロータリーの米山奨学生と同様に、直接

奨学金を手渡しすることにして、その際に、奨

学生にいろいろな話をしていたそうです。その

話の一例が「たらいの水」の話、「たらいの水と

いうのは、こっちにこいと水を手でかくと、周

りの水は反対側に行ってしまうが、逆に、あっ

ちに行けと手で水をあおると、周りの水はこっ

ちによって来る」、60 周年の記念講演で,中尾久

美子さんからも紹介されましたが、二宮金次郎

の報徳の教えです。「自然の摂理も、人間の摂理

も、たらいの水と変わらない」、今泉氏は、この

ような話を奨学生に伝えています。 

投稿の最後に、「戦友たちに顔むけが出来ない

ようなことはしないと常に思いながら対応して

います。これもひとえに、ロータリーでいろい

ろと教育をして頂いた、賜物だと考えます」・・

と結ばれています。 

ポリオ撲滅のために、ロータリアンが現地に

行くことはあります。今月の月間、「平和と紛争

予防、紛争解決」ということですが、紛争解決

のために、現地におもむくことは、とてもでは

ないけど出来ないと思います。川妻氏の植樹や、

今泉氏の活動などの例が、平和のための活動と

してロータリーが出来ることなのだと、改めて

思ったところです。 

 

【出席報告】 

会員総数４１名  

出席計算３７名  

出 席：２５名 欠席：１２名  

出席率 ６７.５７％ 

欠席：青野君・石毛(英)君・泉君・丸山君 

宮内(秀)君・櫻井(公)君・信太君 

島田君・富永君・鈴木君・高橋宏明君 

遠山君 

 

【Ｍ Ｕ】 

2/3次年度第４回ＡＧ会議 高橋君 

2/8次年度分区会長幹事会 

石毛君・金島君・宮内(龍)君・高橋君・寺内君 

2/10補助金管理セミナー   金島君・高瀬君 

2/12サウスダバオＲＣ（７名） 

石毛君・松本君・宮内(秀)君・宮内(龍)君 

信太君・高橋君・寺内君 

 

【ニコニコ】 

 

ニコニコ BOX ￥ 26,000 計 ￥388,250 

スモールコイン ￥  2,400 計 ￥ 34,726 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 34,008  

希望の風 ￥ 21,000 計 ￥207,201 

次週のプログラム（２月２１日） 

「鹿島開発について」 

茨城県議会議員 西條 昌良様 

 

お弁当：高浦（幕の内） 

 

 

 

 


