
  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第３０１２号（２０１８年１０月１０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 

「米山奨学生 卓話」 

地区米山記念奨学委員長 冨 一美 様 

米山奨学生 ムハマド ハザミ 様 

 

前回例会報告（10月３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：なし 

会長挨拶 

台風 24 号は、大きな被害もなく無事通り過ぎて

くれました。被害に遭われた地域の方々にはお見

舞い申し上げます。 

 先週は移動例会で恒例の観月会でした。寺内忠

正委員長はじめ親睦委員皆様の楽しい演出ありが

とうございました。特に会員の幼い頃の写真を映

し出しての「この人誰ですか？クイズ」は今までに

ない試みで大いに盛り上がりました。じゃんけん

大会では何回も寄付を頂いている大ベテランの猿

田会員、大岩会員ありがとうございました。 

 翌日 27 日（木）16 時より銚子大橋交差点で薄

暮時街頭監視が行われて、田中英子社会奉仕委員

長、副島賢治会員、櫻井公恵幹事と私の 4 名の参

加でした。次回は大勢の参加をお願いします。 

29 日（土）、千葉科学大学 CIS フォーラムが 13

時より銚子プラザホテルで開催されて、ポスター

発表を我がクラブのトーア産業株式会社寺内忠正

代表取締役がされました。私は所用の為、17 時 30

分からの交流会から参加になり、木曽学長が開会

挨拶をされてなごやかな交流会でした。 

 今月は米山月間 毎年 10 月を定めています。ク

ラブはこの月に特に米山奨学事業の意義を深く認

本日のソングリーダー 

泉英伸会員 
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識し、寄付金を募る活動をして、その為に米山奨学

生や地区役員・委員の卓話を聞き、さらに奨学会か

ら提供される資料をもとにクラブ・フォーラムを

開催したりすることが推奨されています。来週 10

日の例会には、米山記念奨学委員長冨一美様と米

山奨学生ムハマド・ハザミ様をお迎えしての例会

ですので大勢の出席をお願いします。 

 2014 年 5 月 17 日（土）～18 日（日）銚子クラ

ブ家族親睦旅行で 2 日目、日本のロータリークラ

ブの創始者「米山梅吉記念館を訪ねて」奉仕の精神

にあふれた米山梅吉に対する理解を深めることが

できました。2019 年 7 月 27 日（土）～28 日（日）

世界米山学友による「米山の輪」世界米山学友によ

る「絆ｉｎモンゴル」が予定されています。 

第 4 回理事会報告 

１）10月 11月 12月プログラムの件 …承認 

２）観月会決算案の件       …承認 

３）地区大会予算案の件      …承認 

４）公式合同訪問例会・クラブ協議会・懇親会決算

の件               …承認 

５）米岡新入会員カウンセラー・所属委員会の件 

…承認 ｶｳﾝｾﾗｰ：松本恭一会員 親睦活動委員会 

６）ロータリー憩いの森 P実施・駅前花植えの件 

…承認 10/14（日）実施 

７）西日本豪雨災害義捐金・北海道胆振東部地震災

害義捐金の件 

…承認 

８）ロータリーカードの件 

…承認 

次々年度役員指名の件 

銚子ＲＣ細則第３条・第１節 

指名委員会設置の件…会長一任 

指名委員会委員（Ｐ会長・現会長・次年度会長） 

☆指名委員長大里会員・信太会員・宮内龍雄会員 

島田会員・松本会員・金島会長・宮内秀章会員 

 

幹事報告  

【週報拝受】銚子東ＲＣ 

1. 2018年 10月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ  

１ドル＝１１２円 

2. 第 40回バギオ訪問交流の旅 

ご案内 

…ガバナー事務所 

 

3. 第 66回銚子市小中学校児童生徒・教職員科

学作品展お礼状 

…銚子市小中学校文化振興協会 

【例会変更】 

旭ＲＣ 

10月 26日（金）休会→28日地区大会に振替 

銚子東ＲＣ 

10月 16日（火）移動例会 埼玉方面 

   30日（火）振替休会→28日地区大会に振替 

八日市場ＲＣ 

10月 9日（火）韓国 冨平ＲＣとの姉妹クラブ交流 

会及び親睦旅行の振替として休会 

6日（土）点鐘 18時 30分 黄鶴 

  7 日（日）～8 日（月）親睦旅行（日光方面） 

  30日（火）28日地区大会の振替休会 

 

会員の記念日 

創業記念日 

堀米 秀和会員(10月) 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧金島弘会長 

米岡さん入会お待ちしてました。ロータリーを

楽しんで下さい。 

 

 

 

 

✧寺内忠正親睦活動委員長 

観月会、皆様の御協力で終る

事が出来ました。ありがとう

ございます。 

 

✧宮内清次会員 

卓話のお時間をいただきま

した。 
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卓  話 

「銚子ロータリー今昔物語」 

宮内 清次会員 

１９８３年１０月２６日入会ですから今年で

３５年になります。同期に大崎昭一氏(通番１９

９)松本英一郎氏(通番２００)私は通番２０１

番、３人の入会でシニアアクテブ会員を含めて

会員は７３名でした。当時は本クラブから小原

美紀ガバナーを輩出して居り翌年の３月には地

区大会を盛大に開催 2,300 余名の参加を頂きま

した。後にこの登録者数は記録だそうです。 

時をおかず１９８５年筑波科学未来博覧会が

開催され、会場にロータリークラブの例会場ブ

ースが設けられると言う事で親睦委員１０人で

調査に行った。その時の筑波会場までの野次喜

多視察がクラブの活性化に大いに寄与、後にロ

ータリークラブ活動を補完する意味で小さなグ

ループ八五会が誕生しました。三分間スピーチ

に磨きをかける、時事話題を共有すをモットー

に、大きくなるにつれ物議をかもします。 

時はバブル突入期であって地区は雨後のタケ

ノコのようにクラブは増え、５年後に今日の８

４クラブになりました。当時の会員構成を見ま

すとＪＣの卒業者が殆どでその後も続々入会し

ています。私は畜産業の分野からの入会ですか

ら何のしがらみも無い事から随分と重宝がられ

ました。 

年４回～６回開かれるクラブ協議会では苦い

思いでも有ります。入会時の会費は１４万に寄

付金２千円、１０年後のバブル期の終わり頃１

８万円に値上げになり寄付金は２千円のままで

した。地区に収める人頭分担金はすべて会費の

中から賄われていました。 

いま、事業を展開する時その大小に拘わらず

公平とは何か、持続性とは何か、重大な局面にあ

ると思います。会員増強は関係者の努力によっ

てこのところうまくいっている様に思います。

弁護士の泉 英伸氏、ヤマサ醤油(株）取締役経

理総務本部長 淵岡彰介氏、コンピューターシス

テム会社 (株)エステック取締役社長須永清彦

氏、商工信用組合 理事 常世田祐一氏、(有)村田

工業所取締役村田 等氏、等々待望の入会、それ

から出向者の永澤 信君（東京海上日動銚子支

社長）、副島賢治君（㈱ＮＴＴ東日本銚子支社長

）、山崎芳樹君（朝日生命保険相互会社銚子営業

所長）米岡 孝君（損保ジャパン日本興亜銚子支

社長）等のバイタリティー溢れる若い存在はク

ラブの発展に寄与して余りある。 

１０年くらい前、フイリピン：ダバオ市の盲学

校支援の話が持ち上がった。いわゆる国際交流

である。２～３０年前なら確実に否決の案件で

ある。が私はどちらか言えば消極的賛成であっ

た。しかし現地の政情不安定や地理的ハンデを

乗り越えて４年前ダバオ市ＲＣと姉妹提携を結

びました。残余の意見は多々あると思いますが、

此の上は一部の役籍に委ねるのではなくクラブ

全員で事業を共有し一致団結、性急に結果を求

めず、長い長いスパンで事業を展開して頂きた

い。 

３５年前のロータリーと今を「比較してみて

みて“」と言われた。それはそれは３０年前だっ

て楽しい事ばかりだった、今も楽しい事にはこ
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と欠かない。がしかし楽しさの質が違うような

気がする。それは若い時と熟年の違いだろうと

思っている。華やいだ柔らかい雰囲気の例会を

今少しエンジョイして見ようと思いつつ稿を終

えます。 

 

入会式 

米岡 孝会員 

事業所： 

損害保険ジャパン日本興亜㈱ 

千葉支店 銚子支社 支社長 

職業分類：損害保険 

ｶｳﾝｾﾗｰ：松本恭一会員 

所属委員会：親睦活動委員会 

 

委員会報告 

松本恭一クラブ研修・情報委員長 

 

ロータリーの友 10 月号 

読みどころ紹介 

 

 

 

ロータリー憩いの森プロジェクト作業実施の 

ご案内 

日時 １０月１４日(日) 午前 9 時 50 分集合 

午前１０時開始 ※雨天決行 

（雨天の場合は各自で雨具をご用意ください。） 

場   所 猿田神社北側駐車場 ロータリー憩いの森 

作業内容 主に既存の桜の木の手入れ 

（作業時間は約２時間の予定です。） 

※作業しやすい服装で、長靴をお持ちの方は長靴で 

お願いします。 

※メークアップ対象です。  

※当日昼食（お弁当）をご用意します。 

 

社会奉仕委員会 

地域・環境保全委員会 

 

【出席報告】 

会員総数４1 名 出席計算３８名  

出  席：３２名  欠  席： ６名   

出席率８４．２１％ 

欠席者：石毛（英）君・村田君・木曽君 

鈴木君・高橋宏明君・富永君 

 

【Ｍ Ｕ】 

10/9 銚子東 RC 大里君 

 

【ニコニコ】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 8,000 計 ￥136,060 

スモールコイン ￥ 3,210 計 ￥ 13,141 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 12,155 

希望の風 ￥28,000 計 ￥ 99,150 

次週（１０月１７日）のプログラム 

「新入会員卓話」 

米岡  孝会員 

お弁当： 大新（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 


