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今週のプログラム 

「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 

 

前回例会報告（７月１８日） 

点鐘：金島 弘会長 

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：なし 

会長挨拶 

西日本豪雨により被害をお受けした皆様に、心から

お見舞いを申し上げます。 

それでは、先週の活動報告をさせて頂きます。 

7 月 7 日（土）「社会を明るくする運動」銚子市役所

を出発してみどり公園までパレードしました。 

7月 8日（日）太陽の里にて、3000回記念移動例会

が開かれました。2790地区ガバナーエレクト諸岡靖彦

様をお迎えしての「ロータリーが私に教えてくれたこと」

題して卓話して頂きました。第 8 グループ総勢 61 名

参加して頂き本当にありがとうございました。 

7月 11日、銚子中学校で出前教室が行われました。

教壇に立たれた副島さん、淵岡さん、常世田さん、山

崎さん、須永さん、そして石毛充職業奉仕委員長、櫻

井幹事には準備して頂き、大変暑い中皆様本当にお

疲れ様でした。銚子テレビ、大衆日報にも取材に来て

頂きました。11 月には第六中学校で行われる予定で

す。 

本日 9 時 15 分より駅前ロータリーの花壇の花植え

替えを、三崎園さんに来て頂き、社会奉仕委員会の

皆様を中心に行いました。（写真右） 

ここで、3000 回例会懇親会では大変お世話になっ

た、ひびき連合会の紹介を改めてさせて頂きます。 

「日本の祭り海を渡る」 1976 年 4 月アメリカ建国

200 年を記念した第９回サンフランシスコ桜まつりに招

待を受け、総勢 80 名、10 泊 12 日かけて遠征に行き

ました。鳴り物としては、ひびき連合会の前身である親

友会メンバー7 人が参加し、また、当時千葉県議会議

員佐藤幹彦様に 8ｍｍカメラで取材同行して頂きまし

た。私自身もチャーターメンバーの 1人として参加しま

した。 

ロサンゼルスドジャーズ球場で開幕試合の前にジャ

ンボ神輿を上げ、その神輿を鳴り物で先導しました。

場内アナウンスを受け、大観衆に大変喜ばれ、神輿

のお陰で 11 連勝をしたとも言われました。桜まつりパ

レードでは、日系人の方が涙を流しながら寄って来て

感動したことを覚えています。 

帰途、飛行機の中で、伝統芸能をより幅広く盛り上

げていくため、当時指導してい

た故金島孝一氏より各地区の各会をつなごうという話

が持ち上がりました。機中で佐藤元県議がひびき会と

命名して話はすぐにまとまり、帰国直後に連合会が結

成されました。現在では 12 団体会員大人子ども合わ
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せて 200人で活動しています。 

8 代目金島秀樹会長は、東京オリンピック・パラリン

ピック式典で、銚子大漁節を 1000人の踊り子により披

露したいと目標を掲げております。 

幹事報告 【週報拝受】鹿島臨海ＲＣ 
【活動計画書拝受】流山ＲＣ 

1. RI公式推薦書式について 

2. 米山梅吉記念館 50周年記念事業への寄付につ

いて 

3. ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ・ﾃﾞｼﾞｸﾞﾈｲﾄ候補者 推薦のお願い 

4. 財団セミナーの案内 

5. 第 52回ｲﾝﾀｰｱｸﾄ年次大会のご案内 

6. ロータリー全国囲碁大会のご案内 

7. 米山記念奨学委員会委員長セミナーのご案内 

8. 地区寄付レポート 

9. 地区研修・協議会報告書拝受 

…ガバナー事務所 

10. ハイライトよねやま２２０ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

11. 第４４回関東近県中学生選抜野球大会の開催に

ついて        …銚子市体育協会 

12. 平成 30 年度千葉科学大学ＣＩＳフォーラムの開

催について       …千葉科学大学 

13. お礼状          …ＪＣ 

【例会変更】 

八日市場ＲＣ 

７月１７日(火)午前９時～飯高壇林駐車場 

清掃活動の為（移動例会） 

  ３１日(火)定款第 8条第 1節(Ｂ)により休会 

会員の記念日 

誕生日おめでとうございます。 

泉英伸会員 

(7月 12日） 

大里忠弘会員 

(7月 13日) 

 

入会記念日  

鈴木 達也会員(7月 5日) 

高瀬 幸雄会員(7月 6日) 

杉山 俊明会員(7月 7日) 

堀米 秀和会員(7月 8日) 

富永 泰夏会員(7月 9日) 

結婚記念日 

石毛 英俊会員(7月 7日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧ 金島弘会長・櫻井公恵幹事 

3000回記念例会大変お世話になりました。ありが

とうございます。 

✧ 五大奉仕委員長 

本日卓話致します。一年間ご協力の程どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

✧ 宮内清次会員 

松本さん、小林さんそれぞれのお役目御苦労様で

した。新任の金島さん、櫻井さん長塚町コンビ大

いに期待がふくらみます。第 8グループの高橋さ

んガバナー補佐役、頑張って下さい。お仕事もね 

卓  話 ＝五大奉仕委員長就任挨拶＝       

クラブ奉仕委員会  宮内秀章委員長 
今年度、クラブ奉仕委員会委員

長を仰せつかりました宮内です。宜

しくお願い致します。 

このクラブ奉仕委員会という名称は、

地区の組織内には無く、地区では

会員増強・維持拡大委員会、フェロ

ーシップ・親睦活動委員会、広報・

公共イメージ向上委員会、ロータリー研修委員会、RLI

推進委員会の５つの委員会を統括する管理運営統括委

員会というところに該当します。 

今年度地区のテーマ「伝統と未来」～誇りと連帯感～

のもと、当クラブのスローガンであります「ひらめきと継続」

に沿いまして、クラブ奉仕委員会を進めてまいりたいと考

えます。 

そこで本年度は友情と親睦に重点を置き、会員同士

が心から話し合えるクラブ作りを目指し、そして毎週参加

したくなるロータリーの基盤であります例会の充実をはじ

め、会員相互の親睦、活力ある組織のための会員増強、

魅力ある組織活動の情報発信を各小委員会と一丸とな

り進めて参りたいと考えます。 

その中でも会員減少を止めることが急務であります。会

員維持並びに会員増強に重点をおいていきたと考えま

す。一年間、宜しくお願い申し上げます。 

職業奉仕委員会   石毛 充委員長 
 今年度、職業奉仕委委員長を仰せ
つかりました石毛充です。 

 職業奉仕委員会では、新年度早々

に活動が始まり、11 日に会員 5 名で

の出前教室を銚子中学校で行いまし

た。 副島会員、淵岡会員、常世田会

員、山崎会員、須永会員、お忙しい

中また暑い中ありがとうございました。この場をお借りし御

礼申し上げます。 

 さて、活動方針についてです。職業奉仕は会員一人ひ

とりが職業を通して青少年や地域社会のために奉仕する

ことと考慮いたします。そして私達自らの生業には職業

に対する確固たる倫理観が深く求められると思うのです。

社会的な役割や責任を果たすため行動を律し、質を高

めるべく努力し続けることであると考えます。 

主な活動としては、例会での「四つのテスト」の唱和、

職業奉仕月間での地区委員長の卓話、出前教室の継

続といたします。つまり、今年度の金島会長の方針『きら

めきと継続』そのものです。その中でも出前教室は大変
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重農な活動であり、継続してまいりたいと存じます。今回

中学 2年生を対象としました。各々の職業のプロフェッシ

ョナルとして、また人生の先輩として授業を通して働きか

けることで、生徒達のこれからの人生に生かしていただ

ければ光栄です。 

今後少子化・人口減少により市内の学校統廃合も進

められる中、たくさんの学校へ出前教室を開催すること

で、地元にはすばらしい企業がたくさんあること、生徒達

を心からサポートできる先輩諸氏がいることを理解してい

ただき、地域を愛する心を育んでいければ良いと考えま

す。1年間務めさせていただきますので、どうぞよろしくお

願い申し上げます。 

社会奉仕委員会   田中英子委員長 
本年度、社会奉仕委員長を拝命

致しました田中です。 

副委員長には、宮内龍雄会員、

委員には、堀米秀和会員、猿田正

城会員、宮内清次会員のベテラン勢

を配し、地域環境保全委員長には

副島賢治会員というメンバーで１年

間活動していきますので、よろしくお願い致します。 

さて、当委員会では、昨年度より本年度会長である金

島会長の肝いりで準備して参りました、地区補助金を使

っての「ロータリー憩いの森プロジェクト」を１０月１４日

（日）に実施いたします。「ロータリー憩いの森プロジェク

ト」とは、これまで月桂樹「ポール・ハリスの木」や、５０本

の桜の木の植樹、「４つのテスト」の立て看板の設置など、

猿田神社宮司で、当クラブ会員でもある猿田会員のご協

力を得ながら整備して参りました猿田神社駐車場に隣接

する敷地を、地区補助金を活用して、市民の皆様をはじ

め、銚子を訪れる皆様に、年間を通して楽しんで頂ける

よう再整備して参ります。 

地区補助金の申請書の「このプロジェクトに何名のロ

ータリアンが参加する予定ですか？」という設問には、

「銚子ロータリークラブ社会奉仕委員会、地域環境委員

会を中心に、クラブ全会員が参加」と回答してありますの

で、今日現在 10/14 の予定が未定の方は、すぐに手帳

に書き込んで頂きまして、一人でも多くの会員のご参加

を心よりお待ちしております。 

その他の行事も例年通り行う予定ですが、駅前花壇に

つきましては、例年、年２回の花植えを実施しておりまし

たが、駅前は銚子の玄関先ですので、「１年中きれいな

花壇」を目指して、三崎園さんと連絡を取りながら、必要

であれば、年３回～４回の花植えを予定しております。 

また、花は生き物ですので、朝晩の水やりは欠かせま

せん。特にこの時期は、朝は午前９時頃までに、夕方は

午後４時以降の１日２回の水やりがおすすめとのことです

ので、金島会長ご協力のもと、社会奉仕委員会を中心に

行っていきますが、会員の皆様もご協力頂けると幸いで

す。ということで、本年度は「ロータリー憩いの森」の整備

をはじめ、例年通り執り行っているその他の環境整備を

通じて地域社会に奉仕することにより、延いてはロータリ

ークラブの広報活動にもつながるよう努力していきたいと

考えておりますので、会員皆様ご協力のほど、１年間どう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

国際奉仕委員会   大里忠弘委員長 
ロータリーには、創立当初から、

友情と親睦の絆によって国際理解を

深め、世界の恒久的な平和を実現し

ようという熱い思いがありました。国

籍や宗教上の制限を設けず、広く世

界に門戸を開いた理由もここにあり

ますし、その精神は脈々として今日

に受け継がれています。有事のときには自国の国法を遵

守する、という姿勢はその運動の限界を認めざるを得な

い、という矛盾をはらんでいますが、平時ないしは緊張が

高まりつつあるときこそ、ロータリアンの世界的親交によ

って国際間の理解と親善と平和の推進を目指して努力

することで、紛争を避ける抑止力として、大きな成果を収

めることができるのかもしれません。 

当初 RI は国際奉仕活動において財政的援助要請を禁

止していましたが、1966 年の決議で金銭的援助を可能

にしました。この事により、一つの地域社会が独力でや

れないことをその地域のロータリークラブの呼びかけに応

えて他国のロータリアンやロータリークラブ、地区が援助

することで可能になったのです。発展途上国に対する人

道的奉仕活動という新しい地域社会からのニーズによっ

て、国際奉仕活動に新しい流れが生まれました。 

従来からの国際奉仕の目的であるロータリアンの世界的

親交によって国際間の理解と親善と平和を推進する活

動に途上国に対する飢餓・貧困・疾病・教育等の国際的

援助活動が加わりました。世界社会奉仕の活動によって

飢餓や貧困が原因となる国際紛争を抑止することが可

能ならば、この活動も究極的には恒久の世界平和につ

ながると考えられます。「他国の人々を助けることを目的

としたクラブのあらゆる活動」さらに国際理解、親善、平

和を推進するためのすべての活動にこれを加えることに

よって国際奉仕は活動の場が広がりました。 

ロータリーの社会奉仕の原則は地域社会のニーズに基

づいた活動をすることです。地域社会のニーズがあれば、

その地域のロータリークラブは社会奉仕活動として実践

しなければなりません。しかし、発展途上国では国や行

政がそのニーズ満たすことが出来ないし、ロータリークラ

ブもマンパワーや資金の制約で奉仕活動の実践が不可

能の場合、その援助を外国の地区やクラブに求めること

ができます。 

単に金銭を贈るだけではなく、現地に行って現地のロー

タリアンと共にプロジェクトを探し実際の作業に参加すれ

ば、援助される側の人たちは勿論、また、その人たちの

姿を見るとき、奉仕の実践に参加したロータリアンにも大

きな喜びがもたらされるのです。 

我がクラブでは、ここ数年フィリピン、サウスダバオ RC の

協力のもとダバオの盲学校に楽器を寄付するなど支援

を行い、数年に亘り現地を訪問しチャリティーコンサート

を開催するまでに至りました。また、この支援を通しサウ

スダバオ RC とは協力体制が確立され、親睦も一層深め

られ友好クラブの締結を結ぶ事になったのです。歴代国

際奉仕委員長、委員会の皆様には敬意を表するもので
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あります。今年度は、こちらのプロジェクトは一通り成し遂

げられておりますので、是非、新たなプロジェクトを考え、

準備していきたいと思います。この一年どうぞ宜しくお願

い致します。 

青少年奉仕委員会  小林昭弘委員長 
今年度青少年奉仕委員長を仰せ

つかりました小林昭弘です。副委員

長に青少年奉仕委員長経験者の

佐藤直子会員、委員には木曽会員

と神津会員の学校関係者。そして

小委員会のロータアクト委員会には、

期待の若手須永委員長と大変心強いメンバーでスタート

しました。 

活動内容としましては、関東近県中学野球大会、小中学

校科学作品展、青少年団体の支援、RYLAへの参加、そ

して千葉科学大学ロータアクトクラブの協力などを行って

いきたいと思います。特に千葉科学大学ロータアクトクラ

ブは、前年度4年生が卒業した後、会員数の減少が著し

く存続の危機と言うことで大変心配しておりましたが、今

年度、三村学部長のご尽力で少しずつ回復しつつありま

す。とはいえまだ、予断を許さない状態ですので、提唱ク

ラブとして、須永委員長と共に全面的にバックアップして

まいります。私自身、地区のロータアクト副委員長を兼任

しておりますので千葉科学大学ロータアクトクラブの学生

に、地区の情報や、RYLAの参加への呼びかけ、また銚

子ロータリーの行事にも積極的に参加してもらい、活動

内容を盛り上げていければと思います。しっかりした青少

年奉仕委員会の活動が出来ますよう会員の皆様に、ご

指導ご鞭撻をお願いして就任の挨拶とさせて頂きます。

どうぞよろしくお願いします。 

２０１７-１８年度 100％出席表彰 

年間出席率８６．８１％ 

 

『累積１０年表彰』  

宮内秀章会員 松本恭一会員 金島弘会長  

 

『年間１００％表彰』 
堀米会員・石毛充会員・金島会員・上総会員 

神津会員・小林会員・松本会員・宮内(秀)会員 

宮内(龍)会員・永澤会員・大岩会員・大里会員 

櫻井(公)会員・佐藤会員・島田会員・副島会員 

高橋会員・高瀬会員・田中会員・寺内会員 

（以上 20名） 

 

 

【出席報告】 

会員総数４０名 出席計算３５名  

出席：２７名 欠席：８名 出席率７７．１４％ 

欠席 青野君・石毛（英）君・村田君・永澤君 

副島君・富永君・鈴木君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】 

7/１８花植え （参加 12名） 
青野君・石毛充君・金島君・小林君 

神津君・永澤君・大岩君・櫻井（公）君 

島田君・副島君・田中君・寺内君 

7/19 薄暮時街頭監視（参加 9 名） 

石毛充君・金島君・松本君 

副島君・宮内(秀)君・宮内(龍)君

高瀬君・田中君・寺内君 

 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥21,000 計 ￥60 ,060 

スモールコイン ￥ 2,231 計 ￥  2,231 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥  2,401 

希望の風 ￥ ― 計 ￥ 25,100 

次週のプログラム（８月１日） 

「大同生命創業者・廣岡浅子と 

ロータリーの意外な関係」 

   銚子東ＲＣ 藤﨑 一成様 

お弁当：桔梗屋 （幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁当：辰巳家（にぎり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 9 月例会プログラム 

8 月会員増強・新クラブ結成推進月間 

8 日「地区会員増強・維持拡大委員会卓話」 

櫻井守委員長（千葉ＲＣ） 

15 日定款により休会（お盆） 

22 日「ガバナー補佐訪問例会」 

   例会終了後、クラブ協議会開催 

29 日「国際民俗芸能祭 in ドイツ」 

   ひびき連合会様 

９月基本的教育と識字率向上月間  

ロータリーの友月間 

 5 日「ガバナー公式訪問・クラブ協議会」 

   東クラブと合同 

12 日「ロータリーの友月間に因んで」 

松本恭一クラブ研修・情報委員長 

19 日 調整中 

26 日「夜間移動例会 観月会」 


