
  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第３００１号（２０１８年７月１８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 

「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 

 

前回例会報告 

銚子ＲＣ3000回記念例会 

平成 30年７月８日(日)太陽の里 

点鐘（11：30）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    
国際ロータリー第２７９０地区 

ガバナーエレクト諸岡 靖彦様（成田 RC 卓話） 

八日市場 RC 
会長宇野佐太夫様・幹事川口京子様・伊藤達裕様 

小川不二夫様・鈴木勝彦様・梅原佐一様 

旭 RC 
会長伊藤満晴様・幹事大門忠兵衛様・増田昌彦様 

井田孝様 

銚子東 RC 
会長大内一恭様・幹事森はるみ様・網中吉郎様 

藤﨑一成様・石井哲也様・釜谷藤男様・泉川徳士様 

黒田幸一様・宮内博様・澤田武男様・中川進様 

山本嘉一郎様 

千葉科学大学 RAC 

会長佐藤優花様・若杉美言様 

 

会長挨拶 

銚子ロータリークラブ 3000 回記念移動例会に際し、

2790 地区ガバナーエレクト諸岡靖彦様（成田 RC）は

じめ、第８グループガバナー補佐高橋宏資様、補佐

幹事、第８グループ会長、幹事、ロータリアン、千葉科

学大学ローターアクトの皆様にご臨席を賜り、あらため

て感謝と御礼を申し上げます。 

銚子ロータリークラブは 1957 年 3 月 23 日、千葉ロ

ータリークラブのスポンサーのもと創立、同年の4月15

日に国際ロータリーの承諾を頂きました。諸先輩方の

ご尽力があり、代々ご指導を受け継ぎながら、ロータリ

ーの理念、哲学を大切にして今日に至っています。 

1000回例会は 1977年 3月 2日に、20代高安繁嘉

会長、岩瀬喜一幹事。 

「1000回例会に際して」と題して、丸島鉄男先生により

卓話がされました。ロータリーの例会が単なる社交的

昼食会となる傾向を是正して、例会の真の目的である

会員相互の親睦、親交を深め、楽しい雰囲気のうちに

お互いにロータリーを学び啓発されて、ロータリーの

責務に全員が参加するように仕向けることができると

語られました。 

進行：佐藤ＳＡＡ 
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2000 回例会は 1997 年 6 月 11 日に、40 代伊藤浩

一会長、八田明正幹事。 

『情報化時代のマルチメディアと地域開発』－銚子地

域の過去・現在・未来」と題して、東京大学教授増田

祐司様により記念講演会が開かれました。インテリジ

ェント・コア構想が銚子の新しい地域構想となる、地域

の創造力、地域のビジョン、新しい大航海の舵取りを

期待したいと語られました。 

 本日は 2790 地区 2018-2019 年度ガバナーエレクト

諸岡靖彦様に「ロータリーが私に教えてくれたこと」を

ご講演して頂きますので宜しくお願い致します。 

 3000 回記念という例会を開催でき、本日ご列席を賜

りました皆様の益々のご発展、ご健勝をお祈り申し上

げますと共に、さらなるご指導ご鞭撻をお願い申し上

げまして、挨拶とさせて頂きます。 

幹事報告 
1. 2018年度上期普通寄付金のお願い 

2. 第 42回ＲＹＬＡセミナーのご案内 

3. 映画「ブレス しあわせの呼吸」一般・クラブ向け

資料および団体鑑賞会について 

…ガバナー事務所 

4. 女子ソフトボール台湾代表チームの来日に伴う

歓迎レセプションパーティー開催について 

…銚子市世界大会等キャンプ誘致推進委員会 

卓  話  

「ロータリーが私に教えてくれたこと」 

ガバナーエレクト諸岡 靖彦様（成田ＲＣ） 

銚子ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 3000 回の記念例会にお呼びいた

だき、光栄です。銚子も成田も日本遺産北総 4 都市

江戸紀行の地域連合の街であり、銚子は早くから漁

港として、利根川舟運の要としてこの地域をリーﾄﾞして

きました。近年交通事情で時代から遠のいているよう

ですが、自動車道が整備されれば昔日の勢いを取り

戻すことは間違いありません。海岸線の景観、食文化

で交通、観光交流を盛んにしたいものです。 

 今から 35 年前、私が 35 歳で青年会議所に入会し

た年でした。沼田武県知事が各産業や行政の現場で

働く青年を欧州に研修派遣するﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに参加する

ことになり、初めて海外に出る機会を得ました。私は

｢都市班｣に所属して、パリ～ジュネーブ～ハノーバー

の都市計画や環境問題を学習して、世界に眼を開く

事が出来ました。それまでの狭く限られた生活範囲を

超えた視点と考え方に触れることが出来ました。本日

は、ﾛｰﾀﾘｰの出会いから私が眼を開いて、ﾛｰﾀﾘｰから

教えてもらったことについてお話いたします。 

 成田のﾘｰﾀﾞｰ平山金吾さん(1997-98年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ)は

私よりひと回り上の亥年の先輩で、青年会議所やﾓﾗﾛ

ｼﾞｰ、経営者協会の活動で常に先頭に立って活動さ

れていました。ｶﾞﾊﾞﾅｰ・ｴﾚｸﾄ時代の織田吉郎さんとお

引き合わせしてくれたのは平山さんでした。織田さん

や平山さんとのご縁は 2010-11 年度私の成田 RC 会

長年度に集約されます。織田さんのｶﾞﾊﾞﾅｰ年度であ

り、平山さんはこの年の成田ｸﾗﾌﾞ創立 50 周年実行委

員長でした。後でご紹介します白鳥政孝ﾊﾟｽﾄ・ｶﾞﾊﾞﾅｰ

は織田年度の地区研修ﾘｰﾀﾞｰ、平山さんは 2010年度

RI規定審議会の地区代表議員でした。織田ｶﾞﾊﾞﾅｰの

｢2010 年地区協議会｣資料を見ますと、<日本のﾛｰﾀﾘ

ｰ危機の構図>や<国際ﾛｰﾀﾘｰ加盟主要国会員数の

推移(1999.6～2009.6)>という見たことのない分析やﾃﾞ

ｰﾀがあります。成長期の国際ﾛｰﾀﾘｰをﾘｰﾄﾞした先進

国や高福祉国では会員の減少が進み、途上国のみ

が会員を増やしている、国際ﾛｰﾀﾘｰが目指す所はﾎﾞﾗ

ﾝﾃィｱ団体であり、職業奉仕理念は衰退する、途上国

のﾛｰﾀﾘｰを育成するために組織の機能化を目指すこ

とはﾛｰﾀﾘｰを危うくするおそれがある、と言う指摘です。

これは一時地区を 2分した CLP（ｸﾗﾌﾞ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ・ﾌﾟ

ﾗﾝ）是か否かの議論につながります。織田ｶﾞﾊﾞﾅｰの

公式訪問例会では、私は成田ｸﾗﾌﾞを蘇生した CLPの

成果を誇らかに表明しました。織田さんのﾛｰﾀﾘｰ観で

は CLP はﾛｰﾀﾘｰを台無しにする、という事になります。

でも織田さんはﾆｺﾆｺして成田ｸﾗﾌﾞの成功を讃えてく

れたのでした。忘れられないﾋﾄｺﾏです。銚子で開催さ

れた地区大会の RI 会長代理は織田さんの尊敬する

ビチャイ・ラタクル RI ﾊﾟｽﾄ会長でしたが、地区大会終

了後成田山にお参りに来られ、平山さんとご一緒に境

内をご案内したことも思い出です。年度の後半、3･11

東日本大震災が地区や各ｸﾗﾌﾞに襲いかかりました。

成田でも 50周年記念式典をやるべきか中止すべきか

大揺れに揺れました。しかし平山さんの決断とﾘｰﾀﾞｰｼ

ｯﾌﾟで、被災地への哀悼の祈りと復興への支援の 50

周年式典として実行されました。 

 会長年度が終わって、私はｸﾗﾌﾞ研修委員長として

地区ｸﾗﾌﾞ研修セミナーに参加しました。 

このｾﾐﾅｰで RLI（ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会）と出会う

のです。参加者が 10 名程度の小ｸﾞﾙｰﾌﾟに分かれ、コ

の字型のﾃｰﾌﾞﾙに座り、ｾｯｼｮﾝを進行するのが白鳥

政孝さんでした。｢ｸﾗﾌﾞの充実｣というﾃｰﾏの自由討論

でした。白鳥さんの巧みなﾘｰﾄﾞと質問の投げ掛けに咄

嗟に反応し本音がこぼれ、頭の中が熱くなる感じがし

ました。この瞬間が私の Rotary Moment ！（田中作次

RI ﾊﾟｽﾄ会長の言う、ﾛｰﾀﾘｰの素晴らしさを体感した瞬
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間）でした。以後白鳥さんに従って地区委員会で 3 年

以上RLIの活動に参加することとなり、現在に至ります。

ﾛｰﾀﾘｰから多くの恩恵をいただきました。職業奉仕に

努め、自らの生業から教えられました。奉仕活動の領

域が広がり、生きる世界が広がりました。多彩な出会

いは人間性の様々な相を見せてくれる人間学の宝庫

です。人生は死ぬまで勉強、ﾛｰﾀﾘｰは卒業のない人

生学校です。生涯の友、行動のｴﾈﾙｷﾞｰを与えてくれ

る拠り所なのです。 

 

懇 親 会 
 

 

 

 

 

 

乾杯は第 8グループ 
高橋宏資ガバナー補佐 

 

きき羊羹！！ 

Ａ～Ｃの中から 

米屋の羊羹を当てて頂きます。 
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ひびき連合会 長塚東の皆さんによる鳴り物 

 

 

 

 

 

 

 

【出席報告】移動例会１００％ 

【Ｍ Ｕ】 
7/7 社会を明るくする運動（参加 9名） 

金島君・神津君・小林君・松本君・大岩君 

櫻井(公)君・杉山君・田中君・常世田君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/11 銚子中出前教室（参加 8 名）  

淵岡君・石毛充君・金島君・副島君・櫻井（公）君 

須永君・常世田君・山崎君 

7/13 旭ＲＣ 

石毛充君・宮内(龍)君・高橋宏資君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出前教室 

7 月 11 日(水)銚子中学校にて開催 
                                   

 

地域社会の発展に貢献する仕事 コンピューター関連の仕事  

副島賢治会員      須永清彦会員 

    
なんでだろうは魔法の言葉！  わたしたちの生活と金融の働き    

～全ての仕事はここから始まる～  常世田祐一会員 

淵岡彰介会員        
    

 

 

 
生命保険て一体なんだろう？ 

山崎芳樹会員 

 

 

次週のプログラム（７月２５日） 

「大内一恭のファミリーヒストリー」 

銚子東ＲＣ 会長 大内 一恭様 

 

お弁当：あぐり （幕の内） 

 

 

 

 


