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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  委 員 大岩 將道 

  
 
 

今週のプログラム 

「会長・幹事退任挨拶」 

松本 恭一会長 

小林 昭弘幹事 

 

前回例会報告（６月２０日） 

点 鐘：松本 恭一会長 

ロータリーソング：それでこそロータリー 

四つのテスト唱和 

ビジター紹介 

 

 

 

 

会長挨拶 

 今日は梅雨らし

い天気になりまし

た。皆さん傘を持

って来られたと存

じますが、私は数

ヶ月前に傘を新調

しました。妻が近

所の小さな傘店で

強く勧められ購入

したものです。デ

ザインは平凡ですが、無名のブランドで値段は安

い（３千弱）、何より銚子の大風にも耐えられ丈夫

である、一年間の保証もついている、そして昔デパ

ートで買った傘も安く直してくれるなど良心的な

お店でした。商売として成り立っているかは分か

りませんが、普段利用しなくなった地元の小売店

を見直す良い機会となりました。 

 本日は旭 RC より、ガバナー補佐中村亮太様、

補佐幹事加瀬善一様、飯嶌六兵衛様がお越しです。

一年間分区でご一緒させていただき、ロータリー

だけでなく特に人生勉強をさせていただきました。

後程ご挨拶お願いいたします。 

 この一週間は、本年度の終わりに向かい着々と

行事が進行しました。１３日（水）夜間移動例会と

新旧クラブ協議会には沢山の出席があり、リーダ

ーの猿田会員より暖かいお言葉とするどい講評を

いただきました。私はこれで完全に本年度の終了

モードに入りました。１５日（金）には幕張ホテル

ザマンハッタンにて行われた、地区フェアウェル

パーティーに小林幹事丸山地区アクト委員長と伴

に出席してまいりました。これは地区主催の慰労

会ですが、８３クラブ中３６クラブの会長又は幹

事が出席、ガバナー始めとする地区役員と伴に一

年間を振り返る歓談中心の和やかな会でした。同

じテーブルに、鋸南 RC 会長、勝浦 RC 会長幹事、

我々銚子 RC 会長幹事が並びましたが、実は鋸南

町、勝浦市、銚子市は３月末発表された人口減少率

（２０１５－２０４５年比）で千葉県ワースト３

の市町村であります。偶然とは思いますが、３クラ

ブで思わず記念写真を撮り本日の会報に載せてご

ざいます。また１９日（火）には、銚子東 RC で幹

事と伴に恒例の退任挨拶を行ってまいりました。 

 このフェアウェルパーティーを始め、会長とし

まして沢山の集まりに出席させていただきました

補佐幹事  ガバナー補佐  補佐幹事        

加瀬善一様 中村 亮太様  飯嶌六兵衛様 
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が、ロータリーの本質は、「人と人との出会い」で

あることを実感させられました。クラブ内会員特

に新入会員との出会い、外部卓話者との出会い、地

域の行事参加による出会い、分区での集まりによ

る出会い、地区行事での出会いなどなど。この新し

い出会いと経験が、一年間の財産になりました。そ

れに比べますと、職業奉仕を中心とするロータリ

ーの理論などはそれほど重要で無いような気もし

てきます。それほどこの一年間、人と人との出会い

が印象的であったとご理解下さい。 

 本日は、五大奉仕委員長退任挨拶ですが、先週の

クラブ協議会にて一年間の発表を十分されたと思

います。恒例とはいえ何故また今日行うのか疑問

が湧いてきましたが、是非次年度の課題として検

討していただきたくお願いし、会長挨拶といたし

ます。 

幹事報告 

【週報拝受】成田空港ＲＣ 

1. 地区大会記念誌拝受…ガバナー事務所 

2. 地区役員委嘱状手交のご依頼 

3. 米山梅吉記念館50周年記念事業寄付のお願い 

4. 地区関係負担金上期お振込のお願い 

…ガバナーエレクト事務所 

5. ハイライトよねやま ２１９ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

6. 平成 30年度年会費納入について 

…銚子市国際交流協会 

会員の記念日 

☆誕生日おめでとうございます。 

堀米 秀和会員(6月 8日) 

神津 裕之会員(6月 11日) 

鈴木 達也会員(6月 12日) 

☆入会記念日  

宮内 龍雄会員(6月７日) 

髙木 浩一会員(6月 17日) 

☆結婚記念日  

永澤  信会員(6月 17日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧第 7分区ガバナー補佐 中村亮太様 

1年間お世話になり、有難うござい

ました。 

 

✧大ニコニコ 加瀬貞治会員 

44年当クラブの会員としてお世話

になりました。有難うございまし

た。 

 

 

✧大ニコニコ 金子芳則会員 

先日は送別会有難うございます。7

年半のロータリークラブは「楽しか

った」のひと言です。町で見かけま

したら手を振ってヨーと声をかけて下さい。有難

うございました。 

✧大ニコニコ 杉山俊明会員 

出席免除会員とは云え、一年間あまり出席出来ず

申し訳ありませんでした。 

✧五大奉仕委員長 

一年間お世話になりました。 

✧村田 等会員 

先日歓迎会ごちそう様でした。 

✧常世田祐一会員 

先日は新入会員の歓迎会有難うございました。 

＝五大奉仕委員長退任挨拶＝ 

クラブ奉仕委員会 金島  弘委員長 

年度始まる前 6月第一週例会終

了後に各委員長、会長、幹事に出

席して頂き意見交換をして「新たな

一歩」スタートさせました。毎週充

実した卓話者を用意して頂き、出

席率向上に努めたくれた田中例会

運営委員長、クリスマス家族例会で、年末の忙しい中、

松本劇団の結成、家族親睦旅行は歌舞伎座、近年稀

に見る 7 家族の参加があり会員相互の親睦が深まっ

た永澤委員長、毎月第一例会終了後に増強委員会

を開催して情報交換して増強に努めた石毛充委員長、

例会を素晴らしい内容で紹介してくれた副島広報・会

報委員長、河野事務局、各委員長、各委員大変お疲

れ様でした。一年間会員の皆様には御協力頂きあり

がとうございました。 

職業奉仕委員会 高瀬 幸雄委員長 

代読）櫻井公恵副委員長 

 例会でのご挨拶が出来なくて申

し訳ございません。私の退任挨拶

を職業奉仕副委員長の櫻井公恵

さんにお願いしました。宜しくお願

い申し上げます。先ず初めに会員

皆様のご協力に感謝申し上げると

ともに、特に出前教室にご協力い

ただいた信太会員、永澤会員、寺内会員、鈴木会員、

副島会員、櫻井会員の皆様には厚く御礼申し上げま

す。そして、私が一番印象に残るプログラムになりまし

た。7月 4日に銚子七中、9月 5日に銚子中、最後が

11 月２１日に銚子五中と三ヶ所で実施致しました。多

感な中学 2年生の生徒たちが講師の方々の話を一生

懸命聞いている姿は真剣で、何事も吸収しようとする

意欲が伝わってくる授業であったと思います。反省点
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もありますが、無事終了することが出来たことで、次年

度にバトンを繋ぐことができたと思っています。又、

2017-18年度から職業奉仕は五大奉仕の中の一つの

奉仕活動とみなされ、五大奉仕並行論の中でスタート

することになりました。職業奉仕委員会委員長のテー

マは「職業奉仕をもっとやさしく身近に考えてみません

か」のもと、ロータリアンが日々の活動の中から顧客や

友人を含めた全ての人に対し誠実であり、そして自身

の職業に対し努力を惜しまず、人々から賞賛されるよ

うに心がけることを基本に活動してまいりました。例会

での「四つのテスト唱和」の実施や、職業奉仕月間に

は職業奉仕委員会の中村委員長に卓話をお願いし

ました。そして、今年の 1 月 31 日には銚子東ロータリ

ークラブとの合同例会において「職業とロータリーと私」

のテーマで勝浦 RC の漆原節子様に講演を行ってい

ただきました。今年度予定した活動は皆様のご協力に

よりほとんど実施出来たと思っています。今年度の RI

会長イアン HS ライズリー氏はロータリーの友、5 月号

でこんな言葉を掲載しています。私たちロータリアンは、

世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、持続

可能な良い変化を生むために人々が手を取り合って

行動する世界を目指しています。と言っています。銚

子ロータリークラブも会員の皆様と手を取り合って、五

大奉仕を継続し、より良い奉仕を目指してお互いが切

磋琢磨して一歩ずつ前進していくことが、やがて大き

な成果につながると思います。五大奉仕並行論の一

歩を踏み出した年になりましたが、継続は力です。ここ

で次年度の皆様にバトンを引き継ぎたいと思います。

最後に皆様のご協力に感謝申し上げ退任の挨拶とい

たします。有難うございました。 

社会奉仕委員会 宮内 秀章委員長 

本年度の継続事業ですが、社

会を明るくする運動をはじめ春秋

の全国交通安全運動、街頭監視

等、例年通り行ってまいりました。９

月２１日に実施致しました秋の全

国交通安全運動出発式では田中

英子会員が交通安全功労者として表彰されました。そ

して、この交通安全運動では、街頭監視を含めますと

1 年間通して 83 名の会員の皆さんに参加をいただき

ました。お礼を申し上げます。また、８月の九州北部豪

雨災害義捐金では５万円を地区へ送金し、毎月第一

例会での希望の風奨学金は最終 311.301円となりまし

た。皆さんのご協力誠にありがとうございました。継続

事業以外では、今年度松本会長の方針でもありました

社会奉仕をもっと行動に移そうではないかということで、

高橋地域環境保全委員長と事業を共に考えました。

そこで、銚子の子供達に自然の重要性を理解してもら

い、また地元の自然環境問題を将来考察できるような

大人に育って欲しいという願いを込めて、「銚子の自

然環境」というテーマで作文を書いていただきました。

対象は高神小学校と豊里小学校の高学年合計８５名

の生徒に参加してもらいました。作文は、なかなか

我々大人が気づかない、子供達の視点で捉えた銚子

の自然について書かれており素晴らし内容でした。会

員の皆様、一年間ご協力ありがとうございました。 

国際奉仕委員会 佐藤 直子委員長 

一年間、国際奉仕委員長を務め

させて頂きましたが、改めてこの国

際奉仕について考えるきっかけに

もなりました。ロータリーでの国際奉

仕はお金の支援だけではなく、実

際にその国のその地域における現

状をよく把握しなければならないと

共に、何を目的とした支援なのかを

熟考する必要があります。安易な支援は沢山あるかと

思いますが、相手のニーズを把握することは非常に大

切で、そこを支援者側優先・支援者側誘導でしてしま

うことは、後々相手に困難を作り出してしまうかもしれ

ない危険もあるということです。 

支援者側の自己満足にもなりかねない支援が本当

の支援なのかをよく考えなければならないと思います。

フィリピン・ダバオの盲学校の支援のように、楽器を使

うことによって彼らの将来の仕事に結びつく可能性を

模索することを目的とした支援と、ただただ楽器が無

いから支援するのとでは自ずと結果が違ってきます。 

今年度なかなか次のプロジェクトに繋がる支援を見

つけ出せなかったことは、ひとえに私の力不足であり、

会員の皆様ともっともっと情報交換をすべきだったと

反省しております。今後も自立支援に繋がる、また支

援を受けた側が継続的に良くなっていくような支援を

探していけたらと思います。そして、そこに辿り着くに

は、地域のロータリークラブとの協同作業も必要となっ

ていくこともあるかと思いますが、「そこに支援を待って

いる人がいる」というアンテナを常に張りながら、自己

満足にならない支援が実現することを願って、ご挨拶

とさせて頂きます。一年間ありがとうございました。 

青少年奉仕委員会 丸山 泰典委員長 

代読）上総泰茂副委員長 

1.関東近県中学生野球大会後援 

 7月 26日（水）例会にて大会助成金を交付 

 8月 19日（土）悪天候の為中止。 

20日（日）・21日(月) 

関東近県中学野球大会 

2.小中学校科学作品展後援 

 9月 9日（土）・10（日）科学作品展   

トロフィー3基を贈呈 

3.青少年奉仕月間卓話 

（地区 RAC委員長丸山泰典） 

 5月９日（水）『地区ローターアクト活動の紹介』 

4.青少年団体への協力・支援 

 5月 16日（水）ボーイスカウト第 3団 

ガールスカウト第 21団への助成金交付 
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5.RYLAへの参加 

 2月 17日（土）・18日（日） リソル生命の森にて開催 

丸山が参加、㈲あいまーる葬祭より社員 2名が参加 

6.学友会委員会の推進 

  7月 28日（金）学友会関係会議参加 

  9月 2日 （土）学友会バーベキュー大会参加 

以上、活動報告を申し上げ退任の挨拶といたします。

有難うございました。 

表 彰 

第１回米山功労者  小林 昭弘幹事 

 

 

 

 

 

委員会報告 
6/20 例会終了後、クラブ研修・情報委員会による

第 1 回新入会員オリエンテーションが行われまし

た。 

退任挨拶   

第 7分区ガバナー補佐 中村 亮太様 

本日は、ガバナー補佐として最

後の挨拶にまかり出ました。思えば、

一昨年 6 月でしたか、八日市場の

鈴木勝彦ガバナー補佐からお話が

あり、とうとう逃げ切れず引き受ける

こととなりました。以来、右も左も分

からなく、1 度も他のクラブにメーキ

ャップしたこともない、初対面の人とまともに話も出来

ない私が、本日までたどり着いたことは各クラブの皆

様、ことには会長幹事の皆様の絶大なるご協力ご援

助の賜と厚く感謝申し上げます。 

この間度々にわたる会長幹事会を経て、ロータリー情

報研修会、ＩＭ、そして 5月 24日の分区ゴルフ大会ま

で、大過なく至ることが出来ました。 

私といたしましては、大過なくとは思っていますが、実

は寺嶋ガバナーの口からは舌打ちの音が聞こえる様

にも感じていますし、皆様には異論ある所と思います

が、これは私を選んでしまった会員諸兄の、身の不運

とあきらめて頂くより仕方のないことであります。本来ガ

バナー補佐の仕事は、ガバナーを通してＲＩ会長の意

向を伝えるところにあるようですが、私の能力では到

底及ぶところではありませんでした。誠に申し訳なく、

深く陳謝いたします。それぞれの事業については「月

信」にて報告してありますので御覧頂きたいと思いま

すし、報告書を作成中で、近くお送り出来るものと思

います。またゴルフ大会については、私は全く不案内

のため、ご参加下さいました皆様からのご報告でご理

解頂きます様お願い申し上げます。なおゴルフ大会

の際にお話いたしましたが、5月 15日までに星印によ

る各クラブの評価並びにコメントを記入するという仕事

があったのですが、コンピューターをいじったことのな

い私が、ＹＡＨＯＯ！からＭＹ ＲＯＴＡＲＹにログイン、

ロータリークラブ・セントラルへ、それからクラブの評価

等と言うところまでたどり着くまで四苦八苦、一応コメン

トまでは入力したつもりですが、果たして入力出来て

いるものか分かりません。更に星マークに至っては全

クラブ「星５つ」にするつもりが、どうしても動きません。

日本ＲＣ事務局まで電話して確認したところ、時間切

れなのか、締め切りになってしまいました。従って星４

つになってしまったクラブがありました。これも申し訳な

く重ねて陳謝申し上げます。約 2年間にわたり大変お

世話になりました。有難うございました。いよいよ高橋

ガバナー補佐の出番がまいりました。私と違い非常に

真面目で堅いＡＧの様です。頑張って下さい。 

【出席報告】 

会員総数４５名 出席計算４２名  

出席：３５名 欠席：７名 出席率８３．３３％ 

欠席 木曽君・丸山君・永澤君・高瀬君 

富永君・鈴木君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】 

6/19ＲＡＣ例会 丸山君・髙木君 

6/22旭ＲＣ   金島君 

6/26銚子東ＲＣ 宮内(秀)君・大里君・大岩君 

        寺内君・高瀬君 
【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 79,000 計 ￥668,250 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 51,617 

米山 BOX ￥  2,580 計 ￥ 55,310  

希望の風 ￥ ―  計 ￥311,301 

次週のプログラム（７月４日） 

2018-19年度 第一例会 

「会長・幹事就任挨拶」 

金島  弘会長 

櫻井 公恵幹事 

お弁当：茂利戸家（鰻重） 
  

 

 

 

 

 


