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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 

「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  

前回例会報告（３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 

ビジター紹介： 

元米山奨学生 金秀斌様 

 

 

会長挨拶 

２０℃近い日があっ

たかと思うと、今日

のように真冬のよう

な日もあります。こ

れから三寒四温を繰

り返しながら春にな

っていきますが、体

調管理には十分お気

を付け下さい。今日

は前年度米山奨学生の金君がお越しですが、次の

ステップに進むため、今月銚子を離れるとのこと、

後ほど一言挨拶お願いします。 

 先日の日曜日、旭 RC 主催第七分区 IM（インタ

ーシティーミーティング）が開催されました。地

区奉仕プロジェクト統括委員会石井弘委員長の元

気が出る話をお聞きし、その後懇親会のカラオケ

が騒々しかったので、外で石井委員長と立ち話を

しました。国際奉仕は我々の自己満足ではないか

という疑問にも的確に答えていただき、大変有意

義でした。 

 今月は、「水と衛生」月間です。世界には、安全

な水の確保が難しく、そして下水処理・トイレの

不衛生な地域がたくさんあります。それが原因で、

毎日１４００人あまりの子供が命を落としている

という事実もあります。そういう地域に思いを馳

せ、ロータリーとして少しでも手を差し伸べまし

ょうという趣旨です。 

 問題ないと思っている日本の水も、角度を変え

ると違った面が見えます。日本は水と衛生に関し

ては、恵まれ不満もありません。水道水は、１９

５７年施行した世界有数基準の水道法のお陰で、

飲み水として最高水準です。国交省の旅行者向け

告示による水道水の飲める国は１５カ国程ですが、

勿論その一つの国です。下水処理やトイレの衛生

も最高水準、特にウォシュレットの世帯普及率は

８０％に達しダントツです。 

 そして、我々は水も豊富にあり問題ないと思っ

ていますが、実は考え方を変えるとそうではない

事が分かります。世界の使える水は、人口増と気

候変動により逼迫してきています。世界の水の使

用形態は、飲料含む生活用水が８％、農業用７０％、

工業用２２％です。国内だけ考えれば水は十分足

りています。ところが日本は輸入が多い為、例え

ば穀物牛肉などの農産物、衣料品電化製品などの

工業製品など、それを作るために沢山の水を海外

で使用していることになります。水を輸入してい

るのと同じ事でこれを仮想水（バーチャルウォー

ター）というそうです。価格面を考えれば海外生

産又は輸入ですが、これから世界的に不足してく

る水のことを考えると、まだ余裕のある国内で生

産することを考える必要があるのではないでしょ
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うか。 

 さて、本日の卓話は「地区大会と IM について」

の二本立てです。両方とも日曜日開催になるので

参加に気が進まないこともあります。しかし、出

席するとそれなりに得る物があるものです。両事

業を思い出しながら、卓話を聞かせていただきま

す。 

第 9回理事会報告  
1）  ３月４月５月プログラムの件         …承認 

2）  お花見移動例会の件 

…承認 4/11猿田神社社務所 点鐘 12時 30分 

３）  親睦旅行の件             …継続審議 

４） 地区大会決算案の件            …承認 

５） 地区研修・協議会の件 

…承認 東クラブと合同バス手配 

６） 須永新入候補者・村田新入候補者の件 …承認 

７）  ２０１８年決議審議会立法案の件      …承認 

８）  サウスダバオＲＣ50周年収支報告の件 …承認 

９）  台湾東部地震義援金の件         …承認 

幹事報告 
【週報拝受】銚子東ＲＣ、佐原ＲＣ 

1. 米山記念奨学生世話クラブ選定結果について 

2. 水と衛生月間リソースのご案内 

3. 財団室 NEWS 2018年 3月号 

4. 第 23 回日本青少年交換研究会・千葉会議のご

案内 

5. 台湾東部地震への義捐金について 

…ガバナー事務所 

6. クラブ会長エレクト研修キット送付について 

7. 地区研修・協議会のご案内 

…ガバナーエレクト事務所 

8. RAC第 5回アクターズミーティングのご案内 

…地区ＲＡＣ委員会 

9. 次年度雑誌委員長への友誌送付について 

…一般社団法人ロータリーの友事務所 

10. 平成 30年春の全国交通安全運動説明会の案内 

…銚子市交通安全都市推進協議会 

11. うみなり第 55号拝受 

…銚子地区保護司会 

【例会変更】 

佐原ＲＣ 

3月 22日(木)休会→24日(土)IMに振替 

   29日(木)夜間花見例会点鐘 18時 30分亀甲堂 

会員の記念日 

☆結婚記念日 田中英子会員(3月 6日) 

☆創業記念日 遠山靖士会員(3月 1日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧金島弘会員 

3 月 2 日勝浦ロータリークラブにメークアップし

て来ました。八日市場ＲＣの川口会員が来ていま

した。週報を頂き回覧します。ビックひな祭り最

高でした。 

✧小林昭弘会員 

本日卓話です。よろしくお願いします。 

卓  話 
「地区大会に参加して」 小林 昭弘幹事 

2 月 24、25 日 2017-18 年

度地区大会に、入会してから

今回で 4 回目、幹事として初

めて 2日間参加して参りました。

ホストクラブ柏ロータリー（寺嶋

ガバナー）の元、1 日目ホテル

ザ・マンハッタン 2日目ホテル

ニューオオタニ幕張で開催さ

れました。4 回目ですので 2 日目は大体どのような事

が行われるのか知っていましたが、今回、幹事というこ

ともあり 1 日目の本会議、そして晩餐会を楽しみに行

ってきました。今までは、ただ先輩に言われるまま、バ

スに乗って、参加しているだけでしたけれども、今回は

幹事としての手腕を問われる 2日間となりました。初日

の参加者は私を含め３人 松本会長、丸山会員そし

て私。せっかくなので限られた参加者で行われた第一

日目を中心にお伝えしようと思います。宜しくお願いし

ます。 

まず予備知識として「地区大会を行う目的」をしらべて

みました。 

1. 地区の奉仕プログラムやプロジェクトを紹介する 

2. ロータリアンの奉仕活動への更なる参加意欲を

高める。 

3. クラブレベルを超えたロータリーのビジョンを分か

ち合う。 

4. 忘れられない親睦体験を味わう。 

5. ロータリー指導者との交流の機会を提供する。以

上です。この５点を念頭に置いて、本会議に臨み

ました。 

1 日目 点鐘のあと、開会の言葉は柏ＲＣの溜川会長 

次に寺嶋ガバナーの挨拶、そしてＲＩ会長代理 松宮

剛様の挨拶で始まりました。この後、来賓紹介、祝電

披露となります。続いて 2016-17年度地区収支、監査

報告が終わり、個人的には、ここからが本当の意味で

の地区大会になると思いました。本会議中盤から始ま

りました、地区委員会報告、表彰、感謝状贈呈は「地

区大会を行う目的」の 1にあたると思います。地区ロー

ターアクト委員長として、わがクラブの丸山会員が活

動報告をし、銚子ロータリークラブが米山記念奨学会

から感謝状を松本会長が代表で頂き、表彰では、長

寿ロータリアンとして加瀬貞治会員、兒玉英子会員、

堀米会員が選ばれました。ともに素晴らしいことで、誇

りに思います。休憩を挟み IR 会長代理松宮様による
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地区指導者育成セミナーです。演題は「ロータリー？」

とても奥の深いお話でした。「地区大会を行う目的」の

２と３を兼ねた素晴らしいお話で、感動しました。と同

時にまだまだロータリーに対しての勉強不足さを痛感

させられたセミナーとなりました。１日目の本会議が終

了し、晩餐会へと移りました。テーブルごとに各クラブ

の会長、幹事と食事をしながら会話を楽しむことが出

来ました。席は違いましたが、地区委員会の委員長そ

して統括委員長ともお話しする機会があり、大変有意

義な時間となりました。料理も大変美味しくさすがホテ

ルザ・マンハッタンとゆう感じです。また 琴、筝、尺八、

三味線といった和楽器での演奏もありとても良い雰囲

気のなか晩餐会が終了しました。「地区大会を行う目

的」の 4 と 5 といった感じでした。地区大会を行う目的

をすべて満たした素晴らしい大会 1 日目だったと思い

ます。簡単ではございますが、私から見た 2017-18 年

度地区大会 1日目は、以上でございます。 

肝心な幹事としての仕事は、１日目、２日目とも失敗の

連続で、会員の皆様には、多大なご不便をおかけす

ることになってしまい誠に申し訳ありませんでした。今

回、地区大会に参加させて頂いたことが今まで以上に

勉強になり、またロータリアンとしての更なる責任と意

欲が持てましたことを、感謝いたします。本当に有り難

うございました。 

「ＩＭに参加して」  上総 泰茂会員 

3月 4日の日曜日、絶好の

行楽日和でしたが旭市の黄

鶴で開催された IM に参加し

て参りました。分区合計で 70

名弱の参加でした。今回は

旭クラブの中村ガバナー補

佐が主催し地区の奉仕プロ

ジェクト（統括）委員会の石井

委員長の基調講演に絞られた会議になりました。講演

の後に高橋次年度ガバナー補佐から次年度各クラブ

の会長幹事、ガバナー補佐幹事が紹介され懇親会に

移りました。懇親会はカラオケと配膳クラブサービスで

交流も進み信太会員、小林幹事、石毛会員の即興の

パフォーマンスも会場を盛り上げました。 

石井氏の講演内容から  

テーマ(夢を語り、夢を実現させるために一歩踏み出

そう） 

① （自己紹介） 

講演者の石井さんはロータリー歴２３年で地区の国際

奉仕委員長、社会奉仕委員長を歴任されました。２３

年前の人

生観を変

えた人との

出会いを

熱く語られ

ました。そ

の方が（仕事はアメリカで飛行免許取得関連）語学、

年齢など全く気にせず好奇心に従い行動する様子に

感化され、すぐアメリカへ飛んで免許取得に挑戦しま

した。ポジティブに考え行動し一歩踏み出したことによ

って飛行機で雲海の上を飛ぶといった世界が広がり

人生観が変わりました。 

②（クラブ活性化対策） 

（イ）「地域の人口減少が会員減少に響き高齢化、資 

金不足により奉仕活動が思うようにできないクラ 

ブ」の対策事例  

〇地区補助金を申請するために皆で集まり話し合うこ

とで活性化につながった。 

（ロ）「奉仕活動が地域クラブのニーズに合っているか 

見直しが必要なクラブ 」の対策例  

（a)５年か１０年で無記名投票し５０％をラインに事業の

継続を諮る。 

（b）地区を活用して他地区の事業を紹介してもらう。 

（c）地域を見直しロータリーが役に立つことを発表す

る例会を持つ。 

③(松戸西ロータリークラブ崩壊と再生） 

松戸西ロータリークラブ（石井氏所属）は６０名の会員

からチャーターメンバーの死去などで５０名になりその

後のリーダー争いで分裂し一気に３１名に会員が減っ

た。８年前に２１名になり常時例会出席者が５名になる

負の連鎖が続くようになった。 

（対策）例会をクラブ立ち上げのための４つのクラブ再

生委員会に変え分担制にした。 

（結果）急速にクラブが充実していき奉仕事業も活性

化した。 

（教訓）話し合うことが奉仕プロジェクトの発掘やクラブ

分裂を避ける一番の手段。 

④（ディズニーランドで国際大会を） 

千葉からＲI 理事を輩出しＲI に発信し、そして国際大

会を千葉県に誘致しましょう。ディズニーランドを会場

にキャラクターにロータリーのタスキをかけてもらい

SNS で全世界に発信する。会議会場には幕張メッセ

があり、宿泊は銚子、勝浦など県内各クラブで一国の

会員を引き受けてもらい世界に発信する。皆さん実現

させましょう。 

⑤（国際奉仕の考え方） 

国際奉仕活動は恩を先(今）ではなく後（次世代）にか

えしてもらう恩の先送りと考えてほしい。 

（結論）いくつになっても好奇心を忘れず一歩踏み出

しロータリーでも大きな収穫を得てください。 

卓話者からお願い 

ロータリーへの取り組み方はクラブ、個人それぞれに

かなり違います。場合によっては引いてしまうこともあり

ますが IМをはじめ行事に参加するごとに収穫や連帯

感も出来ます。休日（せっかくの）の行事ですが入会

歴の浅い会員の皆様、義務出席の行事には是非参

加いただき一緒に楽しみましょう。 
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3/4（日）黄鶴 点鐘 13時 

石毛君・上総君・金島君・小林君・松本君 

丸山君・信太君・島田君・副島君・高橋君 

高瀬君・田中君・寺内君   (参加 13名) 

 

次年度 G 補佐・補佐幹事(右）・会長（中央）紹介 

 

 

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 3月号  

今月の RI 会長メッセージには、50

周年を迎えるローターアクトについて

書かれています。RAC ができたのは、

1968 年 3 月 13 日、アメリカのノース

シャーロット RAC です。国際ロータリ

ーは毎年、この 3月 13日を含む 1週

間を「世界ローターアクト週間」としました。日本で初めて

ローターアクトクラブができたのは 1968 年 6 月 1 日、埼

玉の国際商科大学で、現在は川越ローターアクトクラブ

となっています。 

 ライズリー会長は、ロータリーファミリーである RACの充

実は大切なこと、そしてアクト出身者がロータリアンになる

ことも少なくなっている、アクトへの関心をもっと深めてい

きましょうと言っています。 

さて今月は「水と衛星月間」となります。ロータリーの 6

つの重点項目の中で、グローバル補助金を活用しての

奉仕活動の中では、この水にかかわる事業＝井戸づくり、

灌漑用水、そしてトイレ、上下水道設備などですが、最も

多いようです。各国でのその例が載っていますが、その

中で変わったところでは、15 ページのフィリピン、アチモ

ナン RC とアメリカのマデラ RCが共同して作った、ロータ

リーマークの形をした人工漁礁が紹介されています。ル

ソン島のラモン湾というところですが、直径が 21 メートル

というものです。このような事業も水と衛生に含まれると初

めて知りました。 

また、当クラブの織田さんがガバナー年度の時に起こ

ったあの東日本大震災、ロータリアンからの義援金を原

資に織田ガバナーが作った「ロータリー希望の風奨学金」

について、ロータリアンと奨学生との交流、意見交換につ

いて東日本大震災連絡協議会会長の地場氏の投稿が

載っています。今から 6 年前の銚子 RC の例会でも、織

田さんが担当されて、奨学生からのお礼の文章を紹介さ

れました。その様子は銚子 RCの第 2712号の会報(2012

年5月30日例会)にも載っています。クラブのホームペー

ジではプライバシーの関係もあり、奨学生からの投稿は

すべてベタぬりとなっていますが、原稿は事務局で保管

してありますのでご確認ください。 

最後に、次年度国際ロータリー会長のバリー・ラシン氏

が載っています。バリー氏はバハマの出身で、本来でし

たらウガンダのサミュエリ・F・オーリ氏が会長の予定でし

たが、昨年の夏に急逝され、9 月の RI の指名委員会に

おいて次年度会長として選出されたことは、クラブの会報

にも昨年 9月の第 3週に掲載させて頂きました。 

来月の 29 日に、2790 地区でも地区研修協議会が開

催され、次年度の橋岡ガバナーからもラシン氏の方針が

紹介されると思いますので、事前に次年度 RI 会長の考

えを確認しておいて頂ければと思います。 

【出席報告】 

会員総数４２名 出席計算３７名  

出席：２９名 欠席：８名 出席率７８.３８％ 

欠席：青野君・石毛(英)君・大里君・高瀬君 

富永君・鈴木君・高橋宏明君・遠山君 

【Ｍ Ｕ】 

3/11アクターズミーティング 丸山君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 7,000 計 ￥429,250 

スモールコイン ￥ 2,700   計 ￥ 39,986 

米山 BOX ￥  ― 計 ￥ 39,279  

希望の風 ￥ 28,000  計 ￥235,201 

次週 3月 21日は（春分の日）休会です。 

次回のプログラム（３月２８日） 

創立記念例会「創立記念日に因んで」 

  島田 洋二郎クラブ研修・情報委員長  

お弁当：茂利戸家（鰻重） 

 

 

 

 

Ｉ Ｍ  

 

 


