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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  委 員 大岩 將道 

  
 
 

今週のプログラム 

「会長・幹事就任挨拶」 

金島  弘会長 

櫻井 公恵幹事 

 

前回例会報告（６月２７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 

銚子東ＲＣ 会長 泉川 徳士様 

      幹事 宮内  博様 

会長挨拶 

 いよいよ本年度最終例会になりました。今の気

持ちは今日の天気のようです。完全に晴れ晴れし

た気分ではありませんが、満足感半分、あとはもう

少し出来たかな、ご迷惑おかけしてしまったかな、

という気持ちであります。銚子東 RC より、お世

話になりました泉川徳士会長宮内博幹事がお見え

です。一足早く昨日最終例会をすまされたとのこ

と。一年間大変お疲れ様でした。 

 さて、去年の最終例会では、当時の島田会長より

お孫さん誕生のお目出度い発表がありました。残

念ながら私にはプライベートでは嬉しいニュース

何もございませんが、人類にとって素晴らしいニ

ュースがひとつ飛び込んで参りました。それは、小

惑星探査機「はやぶさ２」が本日、小惑星「りゅう

ぐう」の上空２０ｋｍに到達したということです。

この後１６時より JAXA の記者会見が行われる予

定になっています。 

「はやぶさ２」は２０１４年１２月３日に打ち

上げられ、約３億ｋｍ離れた直径わずか９００ｍ

の「りゅうぐう」に到達したわけですから、それだ

けでも大変な偉業です。今後は９～１０月頃に表

面に着陸、砂などのサンプルを採取し２０１９年

１１～１２月に小惑星を飛び立ち、２０２０年末

には地球に帰還する予定です。この小惑星は、４６

億年前の地球誕生の頃の状態を残しているといわ

れており、サンプル採取により、太陽系の生い立

ち、生命の起源を探ることを目指しています。 

この計画は、当初２０１０年の事業仕分けにひ

っかかり計画が頓挫しました。ところが２０１０

年６月１３日初代「はやぶさ」が、小惑星「イトカ

ワ」より数々の困難を乗り越え地球にサンプルを

持ち帰ったことで日本中が感動し、計画が復活し

ました。この問題は、総事業費１４０億円とも言わ

れていますので「経済合理性」を考えるのは当然で

す。一方、人類がここまで繁栄できたのは、「探究

心」と「遊び心」を持っていたからであり、これが

人類のパワーになっているのも事実です。考えて

みますと、子供の頃には自然と備わっていたもの

であり、人間の原点なのかも知れません。 

そう考えますと、ロータリーをもっとカジュア

ルに考え、いい意味での「遊び心」を持って活動す
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ることが、ロータリーと永く付き合っていく秘訣

ではないかと思います。一年間会長を務めさせて

いただき、ロータリーとは「大人の贅沢な遊びであ

る」という結論に達しました。今後また変わるかも

しれませんが。 

最後になりますが、私の拙い会長挨拶を、一年間

寛容の心で聞いていただき感謝申し上げます。広

報委員会で作成していただいた本年度の会報は、

一生の宝物とさせていただきます。これをもちま

して、本年度最後の会長挨拶とさせていただきま

す。 

臨時理事会報告 

１）丸山会員退会の件 …承認 

幹事報告 

【週報拝受】 

鹿島臨海 RC、八日市場 RC、佐原 RC、銚子東 RC 

1. 2018年７月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ １ドル＝１１０円 

…ガバナー事務所 

2. モンゴルセミナーのご案内 

…銚子市国際交流協会 

【例会変更】 

成田空港南ＲＣ 

7月 5日(木)移動例会 点鐘 17時 田中商店 

12日(木)休会 

銚子東ＲＣ 

7月 10日(火)⇒8日(日)銚子ＲＣ3000回記念例会

参加に振替休会 

旭ＲＣ 

7月 27日(金)夜間例会 点鐘 18時 30分 

会員の記念日 

☆誕生日おめでとうございます。 

猿田 正城会員(6月 27日) 

☆結婚記念日  

山崎 芳樹会員 

(6月 25日) 

神津 裕之会員 

(6月 27日) 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧銚子東ＲＣ 泉川会長・宮内幹事 

  1年間ありがとうございました。 

 

 

 

 

✧大ニコニコ 松

本恭一会長 

充実した一年間を過ごさせていただきました。 

ありがとうございました。 

✧大ニコニコ 小林 昭弘幹事 

松本年度の幹事は小林！！ 

忘れないで下さい。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

✧大ニコニコ 信太秀紀会員 

先日の銚子・銚子東ロータリーゴルフコンペで優

勝させていただきました。難攻不落の大洗ゴルフ

倶楽部を制覇した気分です。ありがとうございま

した！というわけで大ニコニコです。 

✧大ニコニコ 宮内龍雄会員 

先日の難コース大洗ＧＣで行われた両クラブゴル

フコンペにおいて 2 年に１回行われるチャンピオ

ン大会において優勝しグランドチャンピオンに輝

きました。これからは「チャンプ タツオ」又は、

「ゴルフの上手なたつお」と呼んで下さい。 

✧大ニコニコ 髙木浩一会員 

先日は送別会ありがとうござい

ました。２１年６月に入会させ

て頂き９年の短い期間ではあり

ましたが、皆さんの好意と友情

により楽しい９年でした。また

どこかでお会い致しましたら

「やあー」とお声かけをして頂けたら幸いです。 

✧石毛充会員増強委員長 

皆様には一年間、会員増強にご協

力していただき誠にありがとうご

ざいました。 
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✧田中英子例会運営委員長 

会員の皆様に助けられながら、１年間例会運営委

員長を無事務めることが出来ましたことを、心よ

りお礼申し上げます。出席率８０％超えの時に、

時折起こる「オー！」というどよ

めきとともに例会場が一体となる

雰囲気は、例会運営委員長として

至福のひと時でした。これもひと

えに会員の皆様のご協力のおかげ

です。１年間本当にありがとうご

ざいました。 

✧島田洋二郎会員 

お山と西校の統合１０周年記念式典並びに祝賀会、

昨日無事終了致しました。出席頂いた青野会員、常

世田会員、そして金子会員の奥様、有難うございま

した。 

＝会長退任挨拶＝    松本 恭一会長 
まずは、伝統あり

ます銚子ロータリー

クラブの会長職を一

年間経験させていた

だけたことに対し、

会員の皆様に心より

感謝申し上げます。 

 一年前の「会長就

任挨拶」を読み返し

てみましたが、そこ

には生意気なことが書いてあります。そのひとつ

「勉強不足の会長ですので、クラブ内では皆様に

甘えさせていただきますが、外部に対しては銚子

RC の会長としてしっかりと振る舞うつもりです。」

と書きましたが、唯一それだけはお約束を果たせ

たと自負しております。 

本年度は記念事業もない、地区補助金等を使わ

せていただく予定もない、いわば平凡な年度とし

スタートしました。それゆえ、クラブの創意工夫が

試される年度だったのかなと思います。例会を充

実させることを中心に、ロータリーの基本を磨き

あげクラブを活性化させる絶好の機会となりまし

た。また、重点テーマは「奉仕プロジェクトの見直

しと充実」でしたが、教育長と相談の元、例年の中

学校出前授業をより発展させ３校で行ったこと、

初めて小学校で環境授業を行い、作文を募集し文

集を作ったことなど、反省点は多々ありますが、今

後の地域での活動に繋がる、有意義な活動を行え

たと思います。 

 銚子ロータリークラブは、すべての面でバラン

スのとれた誇れるクラブです。一方、当地域は人口

減少、経済の低迷でますます疲弊していくのが現

実です。そのような状況の中で当クラブは、地域の

為にも常に元気で存在感のあるクラブであり続け

なければなりません。活動も、ただ何も考えず前例

通り行ったり、他クラブと同じようなことを行う

ことは避けるべきです。品格のあるクラブという

伝統を守りながら、常に地域のニーズに合った、自

己満足でない独創的な活動を考えていくべきだと

思います。もちろん理論も勉強し、会員同士切磋琢

磨しながらです。  

結果としまして、個性的かつ優秀な新入会員７

名が加わったこと、年度後半には例会出席率８

０％越えが続出したことなど、クラブが活性化し

次年度にいい雰囲気で繋がったような気がします。 

最後になりますが、皆様方それぞれのご活動と

ご協力によりまして、一年間大過無く次年度に引

き継ぐ事ができました。あらためて感謝申し上げ

るとともに、次年度金島会長の元、銚子ロータリー

クラブが益々発展していく事を祈念しまして、会

長退任の挨拶といたします。 

＝幹事退任挨拶＝    小林 昭弘幹事 
今年度、松本会長

の下、伝統ある銚子

ロータリークラブの

幹事を何とか終える

ことが出来ました。

幹事報告もまともに

出来ない私が今日の

この退任の日を迎え

られたのは、会長を

はじめ、会員の皆様

と事務局のご協力のおかげです。本当に有り難う

ございました。 

伝統ある銚子ロータリークラブに入会して、四年

目だったのですが、幹事とゆう役職はまだまだ先

の話だと思っていました。しかしこんなに早くに

この大役の機会をいただき誠に有難うございまし

た。恐れながらお受けしましたが、今では大変良か

ったと思っています。 

幹事に就任して松本会長と共に様々な会合、行事、

記念式典に参加してきましたが、どれも立派で素

晴らしいものでした。地元の行事、式典で銚子ロー

タリークラブとして用意されている来賓席は、い

つも最前列で驚かされました。そこに座るたびに

銚子ロータリーの格式の高さと幹事としての責任

の重さを感じました。また、最初に頂いた幹事の名

刺が無くなってしまうほど、色々な方々と、交流を

深めることが出来まして私の人生の宝となりまし

た。はじめて「銚子ロータリークラブの幹事の小林

です。」と挨拶したのは、第一例会での就任挨拶よ

りも一日早い、銚子七中の出前授業でした。地元へ

の奉仕プロジェクトの一つである出前授業ですが、

会長の希望で今年度は、奉仕の押し売り、また奉仕
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次回のプログラム（7 月 8 日） 

「銚子ＲＣ３０００回記念例会」 

会場：太陽の里 

点鐘：11 時３０分  

卓話「ﾛｰﾀﾘｰが私に教えてくれたこと」 

ＲＩＤ２７９０ ガバナーエレクト 諸岡靖彦様 

送迎バス 

銚子駅丸通Ｐ前 10 時 45 分出発 

銚子市体育館  10 時 50 分出発です。 

次週１１日(水)は休会（振替の為）です。 

 

をしたという自己満足で終わらぬように、学校側

へ希望を募り、なるべく学校側の都合で会員の皆

様にご協力を頂き進めてまいりました。皆様のお

かげで実りあるプロジェクトとなったことに感謝

いたします。夜間移動例会の観月会、クリスマス家

族、両クラブ合同例会、家族親睦旅行など親睦委員

長の永澤さんには大変活躍していただきました。

アトラクションでは、親睦委員の皆さんと松本会

長率いる松本劇団に参加させて頂きとても楽しい

思い出として残っています。家族親睦旅行は歌舞

伎座へ市川海老蔵の芝居を観に行くことになり、

大変取りにくいチケットを 参加会員の分すべて

手配してくれた、親睦委員長にはほんとに感謝し

ております。以前は単独での参加でしたが、幹事と

いうこともあり今回初めて東京で働いている娘を

家族親睦旅行に連れてゆきました。娘も歌舞伎は

初めでだったので、とても喜んでくれ、久々に娘孝

行が出来ました。会員の皆様の大人として、またロ

ータリアンとしての振る舞いが、娘にとって大変

勉強になったと思っています。有難うございまし

た。今回、地区大会では二日間参加して、大変貴重

な体験をさせてもらいました。特に一日目に行わ

れた晩餐会では、他地区の会長、幹事と名刺交換を

させて頂き、ロータリーならではの格式ある雰囲

気で、話も盛り上がり楽しい食事会でした。 

周年事業で思い出に残っているのは勝浦ロータリ

ーの 55 周年事業です。会報の会員投稿にも書きま

したが、人口の少ない町ながら会員数はいつも 40

名を保ち奉仕活動も活発で、会長、幹事、ガバナー.

ノミニー.デジグネートの漆原様など、優秀な会員

も多く２年後の地区大会がとても楽しみです。簡

単ですが、私の思い出話をさせて頂きました。幹事

として功績を残すことはできませんでしたが、私

個人、大変貴重な体験をさせて頂きました。松本会

長に引っ張ってもらい、皆様のご協力の下、幹事を

無事終えたこと、重ねてお礼申し上げます。本当に

ありがとうございました。 

委員会報告 田中英子次年度社会奉仕委員長 

第 68回社会を明るくする運動 

市内大行進にご参加ください 

日時：７月７日（土）  

午後 1時 40分～ 

パレード２時～ 

集合場所：銚子市役所前 

※参加者はメークアップの

対象となります 

御多忙中のところ恐縮です

が、よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

乾杯のご発声は  

猿田 06-07 年度Ｇ補佐 
 

松本会長･小林幹事お疲れ様でした。 

【出席報告】会員総数４５名 出席計算３８名  

出席：３１名 欠席：７名 出席率８１.５８％ 

欠席 青野君・大岩君・淵岡君・高瀬君 

富永君・鈴木君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】 

6/16次年度ＡＧ会議 高橋宏資君 

6/28留学生交流会（参加 13名） 

石毛充君・金島君・木曽君・小林君・神津君 

松本君・宮内(龍)君・大里君・島田君・髙木君 

高橋宏資君・寺内君・常世田君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 69,000 計 ￥737,250 

スモールコイン ￥  2,810 計 ￥ 54,427 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 55,310  

希望の風 ￥ ―  計 ￥311,301 

会長幹事慰労会 

次年度ＡＧ・会長幹事激励会 

6/27（水）１８時３０分～ ｷｬﾙﾈﾄﾞｻﾝﾄｩｰﾙ 


