
  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第３０００号（２０１８年７月８日発行） 

 

      

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 金 島   弘 

副会長 宮 内 秀 章 

幹 事 櫻 井 公 恵 

会 計 常世田 祐 一 

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   

2018-2019年度 ＲＩ会長テーマ 

インスピレーションになろう 

ＢＥ ＴＨＥ ＩＮＳＰＩＲＡＴＩＯＮ 
ＲＩ会長 バリー・ラシン 

 

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 

ガバナー橋岡久太郎 (佐倉中央RC)  

広報・会報委員会   

委員長 永澤 信  副委員長 島田洋二郎 

委  員  大岩 將道 
  

 
 

 

今週のプログラム 

 

銚子ＲＣ3000 回記念例会 

平成 30 年７月８日(日) 太陽の里 

（進行）佐藤 直子ＳＡＡ 

例 会 

11：30 

開会点鐘    金島  弘会長 

国歌君が代斉唱 

ロータリーソング「我等の生業」 

四つのテスト唱和  

お客様紹介   佐藤 直子ＳＡＡ 

会長挨拶    金島  弘会長 

幹事報告    櫻井 公恵幹事 

卓話者紹介   佐藤 直子ＳＡＡ  

11：45 

卓 話 

「ロータリーが私に教えてくれたこと」 

地区ガバナーエレクト 

        諸岡 靖彦様（成田ＲＣ） 

質疑応答 

謝  辞    金島  弘会長 

出席報告    神津裕之例会運営副委員長 

12：40 

閉会点鐘    金島  弘会長 

 

懇親会  12：45～ 

進行：寺内 忠正親睦活動委員長 

 

前回例会報告（７月４日） 

点鐘：金島 弘会長 

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： 

第 8 グループガバナー補佐 高橋 宏資様 

補佐幹事 石毛 充様 

銚子東ＲＣ 会 長 大内 一恭様 

       幹 事 森 はるみ様 

千葉科学大学ＲＡＣ 会長 佐藤 優花様 

会長挨拶 

 2018-2019年度会長を務めさせて頂きます、金島

弘です。初めに、理事、役員、各委員長、委員の皆

様と櫻井公恵幹事におかれましては、私のお願い

を快くお受け頂き、この場をお借りしまして、厚く

御礼を申し上げます。 

 

先週より本日までの報告をさせて頂きます。 

6月 27日 18時 30分より、キャルネドサントゥー

ルにおいて、松本会長、小林幹事の慰労会、次年度

高橋宏資ガバナー補佐、石毛充補佐幹事、宮内龍雄

補佐幹事、次年度会長金島、櫻井公恵幹事の激励会

新旧会長幹事バッジ交換 
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が大勢の会員の参加を頂き行われました。 

6月 28日 18時 30分より、千葉科学大学ロータ

ーアクトクラブの最終例会が、第 7 分区より、各

会長、幹事、大勢の会員の参加を頂き、カフェマリ

ーナで行われました。同時に、千葉科学大学新入留

学生の歓迎会が行われ、松本会長最後の挨拶で素

晴らしい歓迎のエールを送ることが出来ました。 

新年度を迎えるにあたり、前年度会長松本恭一

さん、幹事の小林昭弘さん、１年間大変お疲れ様で

した。今後は、私たちの良きアドバイザーとしてお

願いします。今年度より、第７分区から第８グルー

プに変わりました。当クラブより高橋宏資ガバナ

ー補佐を輩出しましたので、尚一層のご協力を宜

しくお願い致します。 

今週 7月 8日（日)11時 30分より本年度 2回目

の例会が、銚子ロータリークラブ通算 3000回記念

移動例会として太陽の里にて行われます。2790 地

区ガバナーエレクト諸岡靖彦様（成田 RC）より「ロ

ータリーが私に教えてくれたこと」と題して、卓話

を頂きます。第８グループより会長、幹事、ロータ

アクト会長ほか、大勢の会員総勢 63名の出席予定

です。懇親会、アトラクションなど演出に考え懇親

を深めていきたいと思います。 

7月 11 日（水）振り替え休会日に、銚子中学で

銚子クラブより 5 名の講師を派遣して、出前授業

を行って参ります。 

皆様におかれましては、どうぞロータリーの寛

容の精神で、１年間ご協力をお願い致しまして会

長挨拶とさせて頂きます。 

 

第１回定例理事会報告 

１）委員会構成の件          …承認 

２）会費、入会金、各種負担金の件   …承認 

３）誕生祝い品の件          …承認 

４）東ＲＣとの役割分担の件      …承認 

５）Ｒ財団寄付の件          …承認 

６）取引先金融機関の件        …承認 

７）例会日程の件           …承認 

８）交際費等の件           …承認 

９）同好会、青少年団体補助金の件   …承認 

１０）メーキャップ等の取り扱いの件  …承認 

１１）関東近県野球大会の件      …承認 

１２）ガバナー補佐訪問クラブ協議会の件…承認 

１３）ガバナー公式訪問クラブ協議会の件…承認 

１４）出向者旅費交通費の件      …承認 

１５）クラブ活動計画書の件      …承認 

１６）千葉科学大学留学生交流会決算報告の件 

…継続審議 

１７）７月８月９月プログラムの件   …承認 

１８）３０００回記念例会の件      …承認 

１９）HPへ 60周年動画の件      …承認 

２０）米山記念館寄付の件     …継続審議 

幹事報告 
【週報拝受】旭ＲＣ 

1. 2017-18年度ガバナー事務所閉鎖のご案内 

…直前ガバナー事務所 

2. 財団室 NEWS 2018年７月号 

3. 月信報告先（6月末会員数・出席率）について 

4. 2018年 7月 Rotary Shop のご案内 

5. ﾛｰﾀﾘｰｸﾞｯｽﾞ 2018年 7月リソースのご案内 

6. 2018年 7月クラブ請求書に含まれる規定審議

会 追加会費$1.0に減額 

7. My ROTARY のシステム障害会員リストへのア

クセス不可について 

8. 会員増強・維持拡大セミナーのご案内 

9. バギオだより第 67号 

…ガバナー事務所 

10. 50周年記念誌拝受      …船橋西ＲＣ 

11. 60周年記念誌拝受      …佐原ＲＣ 

12. 希望の風奨学金支援金お礼状 

…ロータリー東日本大震災青少年支援連絡協議会 

13. 平成 30年夏の交通安全運動実施要綱 

…銚子市交通安全都市推進協議会 

会員の記念日 

入会記念日  

小林 昭弘会員(7月 2日) 

松本 恭一会員(7月 4日) 

創業記念日 

阿天坊俊明会員(7月 1日) 

副島 賢治会員(7月 1日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧高橋宏資第 8グループＧ補佐 

石毛充補佐幹事・宮内龍雄補佐幹事 

一年間、宜しくお願い致します。 

✧銚子東ＲＣ大内一恭会長・森はるみ幹事 

1年間よろしくお願いいたします。 

✧金島弘会長・櫻井公恵幹事 

ついにこの日が来てしまいました。1 年間精一

杯頑張ります。皆様方にはご協力の程どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

✧阿天坊俊明会員 

銚子商業野球部は 7 月 11 日より開催される夏

の甲子園千葉県東大会に出場します。今年甲子

園 100 回記念のため県は東と西に分かれます。

選手は甲子園出場出来る様頑張っていますの

で応援よろしくお願いします。 

✧副島賢治会員 

本日発行の会報をもって、広報・会報委員長の

仕事が終了いたしました。会員の皆様、事務局

河野さんのおかげでどうにか務めることがで



−3− 

きました。ありがとうございました。大岩会員

のご指導により写真撮影の腕前が上がりまし

た。 

卓  話  

＝会長就任挨拶＝      金島 弘会長 

２０１８－２０１９年度ＲＩ会長 バリー・ラシ

ン（Ｅａｓｔ Ｎａｓｓａｕロータリークラブ所

属）バハマ（ニュープロビデンス島）は、テーマと

して「ＢＥ ＴＨＥ ＩＮＳＰＩＲＡＴＩＯＮ」

（インスピレーションになろう）と掲げられまし

た。「全世界でロータリーは重要な存在となってお

り、より良い世界を築く潜在能力は莫大です。可能

性を指し示し、行動を通じて世界に貢献しよう。ロ

ータリーはそこに到達する意欲を引き出し、行動

を通じて世界の『インスピレーションになる』ため

の道を拓いてくれるのです」と述べられています。 

 本年度２７９０地区橋岡久太郎ガバナー（佐倉

中央ＲＣ）は、今こそ「ロータリークラブとは」「ロ

ータリアンとは」の世間一般からの問い掛けにひ

とり一人が明確に自分の考えを答えられる様に、

改めてロータリーの素晴らしさを再考する時と考

えました。そして、地区テーマを「伝統と未来」～

誇りと連帯感～としました。 

そこで本年度は、当クラブの活動方針を「ひらめ

きと継続」とさせて頂きます。伝統とは、継続して

きた旨を理解し守るものですが、同時に立ち止ま

ってはいけないものでもあります。クラブに活力

がなければ行動を起こす事がかないません。会員

がそれぞれの持っている力を出し合って進んで頂

きたいと思います。 

 クラブとして重点目標は会員増強、会員維持と

して、全ての会員に増強、維持、融和への大きなご

協力をお願いします。また各種の奉仕事業を分担

していただく委員長皆様には一層のご尽力を切に

お願いいたします。 

 ２０１３年６月に新たに設置した「ロータリー

憩いの森」に、地区補助金を申請し、本年度の１０

月１４日（日）には、藤棚、階段、ベンチを設置し、

フジ、コブシ、サルスベリを植樹します。同時に、

既存の桜と月桂樹の肥料と手入れも会員全員で行

いますので皆様にはご協力をお願い致します。 

 本年度より、２７９０地区第７分区から第８グ

ループに変わり、当クラブより高橋宏資ガバナー

補佐を輩出しますので、ご指導ご鞭撻の程宜しく

お願い申し上げます。 

会員相互の信頼と友情を基にして、微力ですが

会員皆様のご協力を頂きながら「ひらめきと継続」

の為に一年間務めさせて頂きます。２０１８年７

月８日に通算３０００回例会を迎え伝統と歴史を

感じ、６２代目会長職という重責に、緊張とプレッ

シャーで一杯でありますが、諸先輩方のご指導を

仰ぎながら、微力ですが頑張って参りますので役

員及び会員の皆様のご協力、宜しくお願い致しま

す。 

 

＝幹事就任挨拶＝     櫻井 公恵幹事 

本年度、金島会長の下、幹事という非常に重要な

お役を頂戴しました。私自身の入会が 2013 年の 4

月、大里会長と金島幹事、宮内秀章増強委員長の年

度ですので、早いもので入会後丸 6 年が過ぎたと

ころです。 

これまでの 6 年間、ずっと大きな懐で見守って

くださったのが会員の諸先輩方であり、フォロー

してくださった仲間のみなさんです。昨年 1 年間

SAAの仕事をさせていただいた経験を通じ、クラブ

運営が全員の役割そして協力があってこそ成り立

つことを実感いたしました。そしてロータリー活

動は心から楽しむべき誇り高くあるものだという

ことも学びました。 

金島会長におかれましてはこんな若輩者の私の

幹事役をさぞや心細いことと思うとたいへん申し

訳なく身が縮まります。本日を迎えるまでの準備

期間の間ロータリーで出掛ける用事の都度、金島

会長の車に乗せていただきどこまでも連れて行っ

ていただいております。果たして私がお役に立て

ることは何でしょう。１年間でどこまで成長する

ことができるか、精一杯力を尽くす所存です。 

本年度当クラブの「ひらめきと継続」という方針

に沿い、会員のみなさま、そしてクラブ全体が力を
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発揮し活動していけるよう、またクラブ運営が円

滑に運ぶよう、頼もしき事務局河野さんと密に連

携をとりつつ尽力いたします。 

そして本年度ＲＩ会長のテーマは「Be the 

inspiration」。私は「元気の源になろう」と解釈し

ました。ロータリアンのみなさまそれぞれが世界

の元気の源となれるよう活動していく、そう考え

るとこの 1年がとても楽しみです。 

皆様のご心配も大きいと思いますが、精一杯学

び、全力を尽くす所存です。ご指導の程、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

委嘱状伝達 

 

 

 

 

 

 

 

 

高橋宏資会員☞第８グループガバナー補佐  

小林昭弘会員☞ローターアクト委員会副委員長 

 

表  彰 
 

 

 

 

 

 

 

 

第４回米山功労者 信太秀紀会員 

第 1回米山功労者 佐藤直子会員 

 

ＲＡＣ助成金交付 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉科学大学ＲＡＣ会長 佐藤優花様 

 

 

 

第一例会乾杯のご発声は 

桜井広和パスト会長 

 
 

 

 

【出席報告】 

会員総数４０名 出席計算３８名  

出席：２９名 欠席：９名 出席率７６．３２％ 

欠席 青野君・淵岡君・石毛（英）君・宮内(龍)君 

村田君・山崎君・富永君・鈴木君 

高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】 
7/3 銚子東ＲＣ 淵岡君・石毛充君・金島君 

宮内(龍)君・櫻井（公）君・高橋宏資君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥39 ,060 計 ￥ 39,060 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ ― 

米山 BOX ￥ 2,401 計 ￥  2,401 

希望の風 ￥25,100 計 ￥ 25,100 

7 月 11 日（水）休会となります。 

次回のプログラム（７月１８日） 

「五大奉仕委員長 就任挨拶」 

     宮内 秀章クラブ奉仕委員長 

     石毛  充職業奉仕委員長 

     田中 英子社会奉仕委員長 

     大里 忠弘国際奉仕委員長 

     小林 昭弘青少年奉仕委員長 

お弁当：黄鶴 （中華） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁当：辰巳家（にぎり） 

 

 

 

 

 

 

ロータリアンの行動規範 

ロータリアンとして、私は以下のように行動す

る。 

1. 個人として、また事業において、高潔さと 

高い倫理基準をもって行動する。 

2. 取引のすべてにおいて公正に努め、相手と 

その職業に対して尊重の念をもって接す

る。 

3. 自分の職業スキルを生かして、若い人びと 

を導き、特別なニーズを抱える人びとを助

け、地域社会や世界中の人びとの生活の質

を高める。 

4. ロータリーやほかのロータリアンの評判を 

落とすような言動は避ける 


