
  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第３００９号（２０１８年９月１９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 

「国際民俗芸能祭 in ドイツ」 

ひびき連合会事務局長 金島 智明様（長塚東） 

         会   計 金島 聖美様（しおさい会） 

 

前回例会報告（９月１２日） 

点鐘：金島 弘会長 

ロータリーソング： 

我等の生業 

四つのテスト唱和 

ビジターなし 

会長挨拶 

9 月 1 日（土）13 時より地区財団セミナーが

TKPガーデンシティ千葉で行われました。次年度

地区補助金等の説明があり、高瀬幸雄委員長と

私が参加して参りました。 

同日18時より千葉科学大学でガーデンパーテ

ィーが行われました。天候も心配されていまし

たが、雨も降らずにすみ、会員のご参加ありがと

うございました。 

 9月 5日（水）はガバナー公式訪問で例会に続

き、合同クラブ協議会が行われ、両クラブの五大

奉仕委員長の発表、ガバナーの総評を頂き、両ク

ラブの活動を垣間見ることができました。16 時

よりプラザホテル 7 階でガバナー公式訪問懇親

会が行われ、会員相互の親睦を深めました。東ク

ラブの皆さんには大変お世話になりました。 

 9月 8日（土）～9月 9日（日）9時～16時ま

で、銚子市民センターで第 66回銚子市小中学校

児童生徒・教職員科学作品展が開催されました。

銚子ロータリークラブ賞としてトロフィーを３

基贈呈させて頂きました。 

 9月 9日（日）13時 30分より、さざんか園敬

老祝賀会が行われ、櫻井公恵幹事と私で出席さ

せて頂きました。ご高齢者が元気ではつらつと

している姿にパワーをもらいました。 

『ロータリーの友』と命名 

この雑誌が新しく刊行される際に、本格的に

いろいろなことが決められたのは、1952年 8月

16 日、岐阜市の長良川河畔にあった大竹旅館で

高橋宏資副 SAA 
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の会合においてです。翌年 1 月から、毎月発行

すること、価格を 50円とするが、広告をとって

100 円分の内容のある雑誌とすること、名前を

「ロータリーの友」とすることなどが決定され

ました。この会合では、この新しい雑誌を縦書き

にするか、横書きにするかで意見が分かれ、全会

員による一般投票を行ったところ、2 対 1 の割

合で、横書きが採用されることになりました。戦

後10年も経っていなかったという時代背景を考

えると、この結果は当時のロータリアンが、いか

に先進的な考えを持っていたかを知ることので

きるエピソードです。 

 

幹事報告  

【週報拝受】佐原ＲＣ、八日市場ＲＣ 

【活動計画書拝受】八日市場ＲＣ 

1. ポール・ハリス・ソサエティー入会のご案内 

2. 「米山梅吉その生涯」DVD拝受 

3. 二輪車同好会「第 1 回ツーリング」のご案内 

4. ガバナーノミニー・デジグネイト（2021-22 年

度ガバナー）の氏名公表 

5. 地区寄付リポート（地区ロータリー財団委員

会より） 

6. 2017-18年度地区会計報告 

7. 西日本豪雨災害義捐金・北海道胆振東部地震

災害義捐金について 

…ガバナー事務所 

8. 平成30年秋の全国交通安全運動実施について 

9. 交通安全功労者表彰について 

…銚子市交通安全都市推進協議会 

【例会変更】 

佐原ＲＣ 

９月１３日(木)１８時３０分から麻生屋にて 

観月夜間例会 

  ２７日(木)定款第８条第１節Ｃによる取消 

 

 

会員の記念日 

誕生日おめでとうございます。 

 

 

 

 

田中 英子会員 

（9月 8日） 

 

 

入会記念日   

青野秀樹会員(9月 6日) 

創業記念日 

宮内 清次会員(9月 1日) 

田中 英子会員(9月 1日) 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧大ニコニコ 高瀬幸雄会員 

9 月 2 日(日)アイアン会で優勝しました。メン

バー、ハンディキャップに恵まれグロス８７ 

ＮＥＴ６８の圧勝でした。 

✧宮内龍雄会員 

先日銚子市広報の裏に婿殿の記事が掲載されま

した。ちなみに私のことは一行もありませんで

した。（どちらがちょーぴーかわかりませんでした。） 

卓  話 

「ロータリーの友月間に因んで／ 

ＣＬＰについて」 

松本 恭一クラブ研修・情報委員長 

２か月半ぶりにここの場所に立たせていただき

ました。ここから見える景色は当時と変わりませ

んが、大分涼しくなりまして季節の移ろいを感じ
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ます。今月は「ロータリーの友月間」です。月間に

なって４年目、毎年クラブ情報・研修委員長さんが

卓話を行っておりますので、本日は他に「CLP に

ついて」もお話しさせていただきます。 

ロータリーの友誌について 

 ロータリーには、RI 本部から発行される公式雑

誌「The Rotarian」と公認の地域雑誌３２誌があ

りますがその内のひとつです。発行部数は、「The 

Rotarian」５０万部と断トツであることは当然で

すが、２位はインド他で発行の「Rotary News」９

７千部、次が「ロータリーの友」９５，５００部に

なります。最少は、ウクライナ・ベラルーシの

「Rotariets」の千部だそうです。 

 創刊は１９５３年１月、今年で６６年目になり

現在の９月号が通算７８９号です。地域雑誌３２

誌中１４番目の古さです。公式雑誌「The Rotarian」

は１９１１年創刊ですのでロータリーが設立され

て６年目の創刊になります。 

 特筆すべきは値段の安さではないでしょうか。

一冊税込２１６円ですがこれは１９７５年から４

３年間据え置きです。会員からの購読料１８，５０

０千円と広告料７７０千円が収入です。一方ここ

にあります日本商工会議所発行の「石垣」は友誌の

半分にも満たない４５千部、ページ数も少なくて

一冊５１５円です。しかし非常に恵まれていまし

て、大企業からの広告を多数掲載し広告料だけで

ざっと計算しても四百数十万円になります。 

 所長（ロータリアン）、編集長含め１０名の職員、

そこに地区代表３４名を含む５０名のロータリア

ンが友委員会として監督しています。表紙のイラ

スト含め手作り感満載の友誌、購読はロータリア

ンの義務になっています。４３年間も２１６円で

頑張っている友誌を今後ともご愛読いただくこと

をお願いし、紹介を終わりにします。 

CLP について 

 ７月の３０００回記念例会の卓話において、諸

岡ガバナーエレクトが話された「CLP の導入によ

り成田クラブは蘇生しました。」という言葉は、私

にはすごく印象に残っています。当クラブにおい

ては CLP について余り考える機会がなかったよ

うに思われますので、きっかけになればと思いお

話しさせていただきます。 

 CLP はクラブ・リーダーシップ・プランの略、

簡単に説明しますと「クラブが長期的に活性化し

て効果的クラブになる為の方策」になるかと思い

ます。２００４年に RI が提唱し、成田 RC では２

０１０年に導入されたようです。一方２７９０地

区は、CLP の地区版である DLP（地区・リーダー

シップ・プラン）を導入し２０１４年には組織を大

幅に変更しました。DLPはRIからの強制ですが、

CLP はそれぞれのクラブの任意です。 

 目標とする効果的クラブとは何か、次の４つが

記されています。①会員基盤を維持拡大するクラ

ブ②地域社会（国際含む）のニーズを取り上げたプ

ロジェクトを実施するクラブ③R 財団を支援する

クラブ④ロータリーの枠を越え奉仕できるリーダ

ーを育成するクラブ。このようなクラブを目指し

ましょうということですが、既に銚子クラブでは

できているような気がします。 

 そして効果的クラブになる為に行うべきことを

９つ提示しています。例えば、①長期目標をたてま

しょう②それを元に年次目標を立てましょう③ク

ラブ協議会などにより会員全員がクラブに参加し

ていることを実感できるようにしましょう④クラ

ブ内及び地区との情報伝達を円滑にしましょう⑤

奉仕と親睦の機会を増やしましょう。など、他は省

略しますが、どちらかというと、普通のことが書か

れています。「長期目標をたてる」これだけが目新

しく感じます。 

 そして効率の良い組織に変更することも推奨し

ています。五つの常設委員会に①クラブ管理運営

委員会②広報委員会③会員増強委員会④奉仕プロ

ジェクト委員会⑤R 財団委員会。これを基本にそ

れぞれのクラブの事情に合せ組織を考えて下さい

ということです。CLP の導入≒推奨組織へ変更す

ること、になっている印象です。 
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 銚子クラブは CLP 導入については否定的だっ

たと聞いています。それは、①職業奉仕軽視、R 財

団重視と言われていること②CLP を導入するべく

もなくしっかりと運営ができていること、ではな

いかと思います。 

 今後の為に長期戦略をどうするか、どのような

組織で運営していくのが相応しいのかは、考えて

みるべきでしょう。今日は、余りに簡単な CLP の

話でしたが、今後の銚子ロータリークラブの在り

方について考えるきっかけになればと思い話させ

ていただきました。ご静聴ありがとうございまし

た。 

ポールハリスフェロー表彰 

 

 

 

 

 

 

高橋宏資会員 

（マルチ７回目） 

委員会報告 

田中 英子社会奉仕委員長 

秋の全国交通安全運動にご参加ください。 

① 出発式および交通安全キャンペーン・ 

 交通安全功労者表彰式  

日時：９月２０日（木） 午後３時５0分集合 

場所：銚子市役所市民プラザ 

② 薄暮時街頭監視 

日時：９月２７日（木） 午後４時～５時 

場所：銚子大橋交差点 

※参加者はメークアップの対象となります。 

③ 市民バザール大会協賛品の提供をお願いします。 

1２日・１９日（水）の例会にご持参いただきたく、よろしく

お願いいたします。 

 

寺内忠正親睦活動委員長 

観月会：２６日(水)点鐘１８時 太陽の里 

ご参加お待ちしております。 

 

青少年奉仕委員会 

9月 8日（土）・9日（日）銚子市民センターにおいて 

第 66回科学作品展が開催されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銚子ロータリークラブ賞 受賞の 3作品👆 

 

【出席報告】 

会員総数４０名 出席計算３６名  

出席：２７名  欠席：9 名   

出席率７５．00％ 

欠席者：石毛（英）君・泉君 

木曽君・大里君・佐藤君・信太君    

鈴木君・高橋宏明君・富永君 

【Ｍ Ｕ】 

9/16 奉仕プロジェクトセミナー  

石毛充君・金島君・小林君・大里君 

9/18 銚子東 RC  金島君・大里君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 20,000 計 ￥118,060 

スモールコイン ￥  2,500 計 ￥  9,931 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥  9,098 

希望の風 ￥ 21,050 計 ￥ 71,150 

次週（９月２６日）のプログラム 

お昼の例会はございません。 

「夜間移動例会・観月会」点鐘 18 時 太陽の里 

送迎バス 

銚子市役所    17：25 

銚子駅丸通 P前 17：30 

出発します。 

 

 

 


