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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 

「地区大会に参加して」小林 昭弘幹事 

「ＩＭに参加して」  上総 泰茂会員 

前回例会報告（２月２８日） 

点 鐘：松本 恭一会長 

ロータリーソング：四つのテスト 

ビジター紹介なし 

会長挨拶 

 寒い中に

もどこか春

の気配が感

じられるよ

うになりま

した。花粉も

飛来しだし

たようで、一

番苦手な時

期がやって来ました。平昌オリンピックは無事閉

幕し、色々な話題が生まれました。特に、カーリ

ング女子は地方から飛び出した英雄であり、その

活躍で注目を浴びた北見市は好感度経済効果もア

ップ、同じ地方都市として羨ましい限りです。今

後も注目したいと思います。 

 さて２２日（木）には、二つの小学校において、

募集した地域の自然環境についての作文のお礼と

講評を行いました。小学生に地域の自然環境を考

えるきっかけになってほしい、という趣旨の元、

社会奉仕委員会が企画した初めての試みです。学

校の協力もあり、たくさんの素晴らしい作品が集

まりました。後ほど委員会報告で報告があります。 

 先日の地区大会、二日目は当クラブより１９名

の参加でした。年一回、地区のロータリアンが一

同に会する大変有意義な大会です。しかし毎年感

じますが、ただ粛々と行事を進行するのではなく、

もっとメリハリをつけ、エンタテイメント性も取

り入れ、飽きさせない工夫も必要ではないでしょ

うか。午前午後とも休憩時間無しというのも、酷

な気がします。その点、かかる時間は違いますが、

ロータリーの例会は非常に良くできているものだ

と感心します。歓談をしながらの食事、セレモニ

ー、メインの卓話、効率よくあっという間の充実

した一時間を過ごすことができます。 

 また、サウスダバオ RC５０周年記念式典は、非

常に斬新に感じました。我々の常識ですと、まず

粛々と式典を行い、その後懇親会開催と２部に分

けます。特に来賓には失礼の無いよう気を使いま

す。ところがサウスダバオでは１８時半より開始

でしたが、式典が始まると思いきや最初に食事と

アルコール、いわゆる懇親会が始まります。その

後２０時頃より主催者挨拶が始まり、そろそろ式

典が始まったのかなあと思うと、会員と家族がカ

ンナムスタイルの踊りを楽しむ。その後盲学校生

徒の演奏などあり、我々来賓の挨拶は２２時頃に

なりました。そして、ワインが配られ全員で初め

ての乾杯、そこで中座しましたが、宴は翌１時過

ぎまで続いたそうです。懇親会の中に式典を取り

入れる、５０周年の主役である自分たちが率先し

て楽しみ、そして皆さんも一緒に楽しみましょう、

という意が伝わってきます。文化の違いなのでし

ょうか、公式行事の在り方を考えさせられました。 

 本日の卓話は、その「サウスダバオ RC の記念

式典に出席して」です。参加してみないと分から

ないことがたくさんありました。２週間前の出来

事を思い出しながら聞かせていただきます。 
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幹事報告 
1. 松戸ＲＣ例会場変更のお知らせ  3/1～ 

2. 松戸東ＲＣ例会場変更のお知らせ 3/30～ 

3. 地区大会お礼 

4. ２０１８年３月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ１ドル＝１０８円 

…ガバナー事務所 

5. クラブ一覧ご確認のお願い 

…ガバナーエレクト事務所 

6. 2790地区ローターアクト年次大会の御案内 

…千葉科学大学 RAC 

7. 千葉科学大学入学宣誓式のご案内 

…千葉科学大学 

8. 銚子市・クーズベイ市姉妹都市友好委員会の

解散について 

…銚子市・クーズベイ市姉妹都市友好委員会 

【例会変更】 

成田空港南ＲＣ 

3月 8日(木)休会 

  15日(木)夜間移動例会 あづま庵 

  29日(木)休会 

旭ＲＣ 

3月 9日(金)→4日(日)ＩＭに振替休会 

  23日(金)夜間例会点鐘 18時 30分 

  30日(金)定款第 8条第 1節(Ｃ)により休会 

会員の記念日 

☆入会記念日 伊藤 浩一会員(2月 23日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧松本恭一会長 

地区大会１日目に

おいて皆さんを代

表しまして米山奨

学会より表彰いた

だきました。 

 

✧加瀬貞治会員 

本日、長寿ロータリ

アンの由で表彰状を

頂きました。 

 

 

✧高橋宏資会員 

今回の社会奉仕活動

はマンネリ化の「行

事屋」にならないよ

うにアングルを変え

てみました。 

 

卓  話 

「サウスダバオＲＣ５０周年」寺内 忠正会員 

２月１１～１３日とサウス

ダバオ５０周年記念式典に参

加させていただきました。 

卓話と言うより報告になりま

す。お話しいただいた時は“行

ってみるのも良いかな”程度で、

どうしようか迷ってましたが、 

宮内龍雄会員に“是非、現場を見てほしいんだよ”

と言われ行くことにしました。朝６時に家を出て

成田空港、この時は思いもしなかったのですが、

やっぱり日本は良いなと思うことになりました。 

まずはマニラでトランジット。フィリピンの首都

ということもありどんな感じかなと思ってました。

天候が曇りのせいでしょうか？全体が煤けたよう

な感じに感じられ陸橋には屋台が並び、信号もあ

まりなく車の交通はクラクションを鳴らして強引

に入ってきたり、建築途中で放棄されたであろう

ビル、かと思えば近代的なビル・映画館。嫌いで

はないのですが混ぜこぜと言うか雑多な感じがし

ました。向かった先は日本で言うと横浜のみなと

みらいのような場所、遊園地がありショッピング

センターのようなところでした。 

空港に行き国内線でダバオへ。夜遅くにもかかわ

らずサウスダバオロータリーの方々が出迎えてく

れました。記

念写真を撮り、

取り敢えず時

間も遅いので

ホテルに向か

いましょうと

駐車場に行っ

たとき、駐車場のところに大きなサウスダバオロ

ータリーのモニュメントと言うかオブジェのよう

なのがありました。ロータリーの歯車に下には４

つのテストがきざまれてました。ホテルに向かう

途中コンビニに寄ることになり、セントラルコン

ビニエンスのチェーン店に寄りました。店は昭和

の雑貨屋さんのような感じで、外の一角にカウン

ター、立ち飲み屋風になって地元の人が３～４人

いました。ホテルはリゾートホテルどの位お客さ

んがいるのかはわかりませんでした。 

翌日、盲学校へ行くためにバスへ。バスの中で

サウスダバオの杉山さん・通称インギーさんとお

話しできました。インフラ関連、特に交通事情は

マニラより信号も少なく、壁にぶつかりレスキュ

ーされているところ、交差している道でバイク同

士がぶつかっても２言３言話をして去って行くと

こを見ると、なんかたくましいなと感じました。

貧富差、不法占拠の町、商売について色々聞かせ
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てもらいました。そうこうしているうちに盲学校

へ。 

盲学校の生徒さんはすでにスタンバイしていてく

れ、演奏を聞かせてもらいました。 

演奏で１人の女の子が前に出て花花の“さよなら

大好きな人”を歌ったのは素晴らしく、一同涙を

流して感動していました。演奏している生徒さん

を見ると、プラスチックのトランペットを使って

いたりしている生徒さんもいました。 

次にダバオ出身のドゥテルテ大統領の生家に寄り、

ホテルに一旦帰る途中、ドリアンを食べさせてい

ただきました。初体験です。う～ん噂通り臭い。 

実際食べてみると、すごく完熟したバナナをねっ

とりクリーミーでちょっとしたアク？が栄養価高

そうだなと感じました。臭いけど。職業柄ドリア

ンはいい経験になりました。ちなみにだいぶ昔に

冷凍で取り扱った事があるそうです。 

一旦ホテルに戻り式典会場へ。 

今回私は記録係でしたが色々な意味で大変でした。

ほとんどすべてが逆光、動画撮影しようと２時間

くらい見ていたのですが、杉山さんからいつ終わ

るかわからないとのことで、容量もあるので初め

から画質を落として撮影しました。 

日本の式典と言うと、６時始まりなら、６時に開

始～終了→懇親会と大体なるのですが、パーティ

形式ですので、時間に行っても式次第はあるので

すが時間が書いてないのでいつ頃始まり、１つの

セレモニーでどの位かかるのか？いつ終るのかが

全くわからず記録係としてはもうお手上げでした。

ですが参加している人たちはもちろん楽しそうで、

余興もそうですが、まず主催者側が楽しむってと

ころが良いなと感じました。主催者側も楽しんで

いるのですが、日本だと式典に来てくれたお客様

をまず楽しませると言うのが強くなってしまう感

じがしていたので、このような式典もちょっと面

白いなと思いました。 

やはり日本は時間にうるさいのでしょうか？松本

会長と高橋会員はいつくるかとドキドキでしたで

しょうけど・・・スピーチも無事に終わり、翌日

はまた長い帰路へここでも搭乗時間・場所が変わ

ったりとやはり日本はいいなと。今回の参加で申

し訳ありませんが、写真に撮れない物がありまし

た。 

子供達です。 

本文にも入れてないですが、移動中、車がビュン

ビュン走る中、信号のある交差点の植え込みの中

央分離帯で物売りをしているお父さんを待つやせ

細った女の子。ドリアンを食べている時、足を後

ろからつついて手を出してくる女の子、テレビな

どで見ていて知ってるしそういうのが本当の奉仕

ではないとわかってるつもりですが、実際見てし

まうと、いたたまれないと言うか、何とも言えな

い思い、反面そういった事を考えている自分は何

様なんだ？とか色々考えてしまい、きっとまだ私

は奉仕がわかってないと実感させられました。 

杉山さんが盲学校帰りのバスの中で“障害はある

けど、まだここに来れる子たちはいいほうなんで

すよ”と言っていたのが印象的でした。私の中で

一つだけ救いがありました。 

貧富の差が激しいと聞いていて、自分で街の様子

を見て杉山さんに質問しました。 

“それでも中流階級が増えてきている様に見える

のですが？”“そうですね、増えてきてはいますね” 

多分、奉仕がわかってない私ではただ願うばかり

でした。 

石毛  充会員 

改めまして、こんにちは。今

回サウス・ダバオ RC50 周年記

念式典への出席と盲学校の訪

問は、寺内会員のご報告通りで

すので、わたくしは今回の訪問

で一番感動したことを、一つだ

けお話させていただきます。そ

れは、盲学校に訪問をした時の

ことです。生徒たちが、3年前とは見違えるほど上

手になった演奏と歌で、わたしたちを迎えてくれ

たのです。私は盲学校の訪問は、今回で 3 度目に

なります。初めて演奏を聴かせていただいた時も、

本当に感動しました。二度目は、去年より随分上

手になったものだなあと、生徒たちの成長を心か

らうれしく思いました。 

三度目の今回は、また去年より上手になってる

かなあ、と思いながら、生徒たちの前の席に着き、

演奏や歌を聴かせていただきました。数曲演奏が

終わって、なんと今度は女の子が一人で歌いはじ

めました。その瞬

間のおどろいた

こと。「え？日本

語で歌ってる？

なんてしっかり

した発音なんだ」

私は本当におど

ろきました。鳥肌

の立つような衝

撃を受けじっと聴き入ってしまいました。生徒た

ちは目が不自由なので、楽譜が読めません。耳だ

けをたよりに、歌と日本語の発音をここまで習う

事ができたのか、すごい、と思いました。日本語

で一生懸命歌っているその子の姿を見つめていま

すと、自然に涙があふれてきました。言葉もなく、

ただただ、「ありがとう。ありがとう」とつぶやい

ていました。三度もおとずれたサウス・ダバオで

したが、今回最高の思い出となりました。心のこ

もった美しい歌声で、私の心もきれいになった気
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がします。今回は学校訪問と式典とで二度も聴か

せていただく事ができ、幸せな気持ちになれまし

た。 

 最後になりますが、

この３日間は感動と

感激と最高の時間を

いただきました。ま

た、一緒にご参加く

ださいました皆様、

お疲れ様でした。ご

支援いただきました会員の皆様には心より感謝申

し上げます。簡単ですが、以上でご報告とさせて

いただきます。ありがとうございました。 

 

 

 

クラブ表彰 

100％ロータリー財団寄付 

クラブ 認証バナー 

 

 

 

 

 

米山記念奨学会寄

付 3 千万円達成ク

ラブ感謝状 

 

 

個人表彰 長寿ロータリアン 

加瀬貞治会員 兒玉英子会員 堀米秀和会員 

 

 

 

 

 

委員会報告 
宮内秀章社会奉仕委員長 

社会奉仕委員会、地域環境

保全委員会より小学生を対

象にした作文についてご報

告いたします。 

テーマ「銚子の自然環境」と

いうことで豊里小学校 5 年生・6 年生 63 名、高神

小学校６年生 23 名 合計 86 名に参加いただきま

した。 

作品のお礼と表彰式を兼ねて、２月２２日（木） 

松本会長・小林幹事・高橋会員・大里会員・田中

会員・丸山会員と私 計７名で、両校に訪問して

きました。作品についてはこれから文集としてま

とめ、後日皆さんにお見せしたいと思います。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出席報告】 

会員総数４２名  

出席計算３９名  

出 席：３０名 欠席：９名  

出席率 ７６.９２％ 

欠席：青野君・木曽君・小林君・佐藤君 

副島君・髙木君・富永君・鈴木君 

高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】 

3/2勝浦ＲＣ 金島君 

3/3地区チーム研修セミナー 

小林君・髙木君・高橋宏資君 

3/4第７分区 IM 全員登録１００％ 

 

【ニコニコ】 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 7,000 計 ￥422,250 

スモールコイン ￥  ― 計 ￥ 37,286 

米山 BOX ￥ 2,711 計 ￥ 39,279  

希望の風 ￥  ― 計 ￥207,201 

次週のプログラム（３月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  

お弁当：あぐり（幕の内） 

 

 

 

地区大会表彰  

高神小 

豊里小 
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