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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 

「美と幸せを創造する色彩の世界」 

色彩スクール  

カラースタジオワック 代表 押田 博子様 

 

前回例会報告（４月１７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： 
社会福祉法人恵和会 さざんか園福祉教育センター 

センター長 菅谷 智之様（卓話） 

2019学年度 米山奨学生  

ウィーラッペルマ、ヴィクム デルシャン様（奨学金交付） 

会長挨拶 

先日グローバル補助金奨学生工藤幸介さんが

事前審査、選考試験に見事合格されました。 

今月 11日（木）茂原ロータリークラブに、島

田会員、石毛充会員と私で例会に参加してきま

した。茂原市長田中様の施政方針を聞く事がで

きました。3月 1日の人口は 89562人（うち外国

人住民 1243 人）平成 31 年度当初予算概要一般

会計 300億 5140万円（前年度比 3.8％増）。銚子

市は 238億 9200万円です。茂原市税歳入は 126

億 8153 万円で銚子市は 80 億 3804 万 5 千円で

す。 

 13 日（土）13 時 30 分から船橋グランドホテ

ルで、2019 学年度ロータリー米山記念奨学金、

カウンセラー、米山奨学生、指導教員オリエンテ

ーションが行われて、高瀬カウンセラー、ウィー

ラッペルマ、ヴィクム・デルシャン奨学生が出席

してくれました。 

同日 13 時から 17 時、習志野モリシアホール

で国際ロータリー2790地区ローターアクト第47

回年次大会が行われて、須永ローターアクト委

員長と私で出席してきました。遠方地区から大

勢のローターアクトが集まり会場いっぱいでさ

すが若人の大会で大いに盛り上がりました。我

クラブ提唱千葉科学大学アクトも活動報告が行

われました。今年度中に佐倉中央 RAC、千葉マリ

ン RACが認証されるそうです。 

16日（火）16時から銚子プラザホテルで千葉

科学大学おうえん協議会、理事会、定期総会が行

われました。 

 今月の趣味の話は「錦鯉」です。錦鯉の始まり

は、江戸時代の中期に遡ることができます。発祥

は新潟県の現・長岡市、山古志地区を中心とした

山間地です。雪深いこの地で極彩色の錦鯉が作

り出され、今日見るような数多くの品種が創造

されてきました。錦鯉の品種は細分化すると 80

種以上にも達します。これほど多くの品種があ
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る観賞魚は他に類を見ません。錦鯉の魅力の一

つは、バラエティーに富む品種を楽しめること

にあります。錦鯉は原産地の新潟から始まり、日

本各地に広まり、現在では世界各地に輸出され

るようになりました。外国ではカラフルな色彩

と大きく育つことから「世界最大のガーデン・フ

ィッシュ」とも言われ、愛好家が増え続けていま

す。品種名はもちろん、専門用語までが日本語で

通じます。日常では外国語が多くなっています

が、錦鯉用語は国際用語として位置づけられて

いる数少ない日本語の一つといえます。 

幹事報告 
【週報拝受】佐原香取ＲＣ 

1. 第52回インターアクト指導者講習会のご案内 

2. ガバナー補佐推薦について 

3. 規定審議会議事録速報のご案内 

4. 第 2 回女性交流会ご案内 

…ガバナー事務所 

5. ハイライトよねやま ２２９ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

6. 春の全国交通安全運動実施要綱について 

…銚子市交通安全都市推進協議会 

【例会変更】 

佐原香取ＲＣ 

 5月6日(月)休会 定款第８条第１節（ｃ）適用 

 

 

 

 

 

 

会員の記念日   
誕生日おめでとうございます。 

村田  等会員（4月 7日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常世田祐一会員 

（4月 7日） 

結婚記念日 大岩將道会員（4月 15日） 

入会記念日 桜井広和会員（4月 5日） 

寺内忠正会員（4月 5日） 

木曽 功会員（4月 6日） 

創業記念日 村田 等会員（4月 7日） 

高橋宏明会員（4月 10日） 

高橋宏資会員（4月 17日） 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧大ニコニコ 上総 泰茂会員 

 

好天に恵まれた 4/7の日曜

日長男が東京で結婚式を

挙げました。あとは幸せな

家庭を願うばかりです。 

 

 

 

✧大ニコニコ 宮内 龍雄会員 

 

大阪の娘が男の子を出

産！我、直系で６４年ぶり

の男の子です。良い子では

なく少し悪い男の子が希

望です。 

 

 

 

卓  話 

「矯正処遇に関わって感じた受刑者の変化」 

社会福祉法人恵和会 

さざんか園福祉教育センター 

センター長 菅谷 智之様 

近年、法務省や刑務所がメディア等に取り上

げられる機会が多い。情報発信に力を入れ始め
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た理由に、再犯者の増加が挙げられる。刑法犯の

認知件数は戦後最少を記録している反面、検挙

人員に占める再犯者の比率は近年上昇を続けて

いる。刑務所で行われている社会復帰のための

「教育」である矯正処遇をどう広げ、再犯防止に

つなげるかが課題である。 

再犯の理由には、出所後の社会や地域の関わ

り方と生活力に課題があると考える。また、再犯

防止の柱の一つが刑務所での「教育」の充実であ

り、それは受刑者の更生に繋がるだけではなく、

教育による資格取得によって、出所後の就労に

も直接影響してくる。 

私は2017年度から受刑者の再犯防止策の一環

として、千葉刑務所より依頼を受け、介護福祉士

の資格取得に必須となった介護福祉士実務者研

修を始めた。国家資格である介護福祉士の取得

は2017年1月実施の試験から、専門学校などを卒

業する以外は3年以上の実務経験に加え、450時

間の実務者研修を修了することが必要となった。

受刑者が刑務所内で実務者研修を修了すれば、

出所後に3年以上の実務経験で介護福祉士の国

家試験受験資格が得られる。 

千葉刑務所は入所者の約7割が無期懲役と非

常に入所期間は長く、平均年齢は53.5歳と他の

刑務所よりも高い。それ故に刑務所内の高齢化

が深刻な問題となっており、介護を必要とする

高齢受刑者の増加に対応するため、受刑者が受

刑者を介護している状況である。講義をする教

室の隣には工場が併設されており、作業をして

いる受刑者の中には車椅子の方もいた。休憩時

間には受刑者がその車椅子を押し、休憩所まで

の移動を介助している。 

研修を開始した初日の受刑者の目付きは鋭く、

表情は硬く見えた。しかし、受講態度は非常に熱

心で、学ぼうとする意欲は高い。初日の講義内容

は「福祉」について語った。憲法の生存権から幸

福追求権を話し、人は幸せになるべくして産ま

れ、人の幸せを願える心や人の心に寄り添える

気持ち、感謝の思いを持つことの重要性を説明

した。研修三日目くらいには、受講者から「介護

は本当に利用者のために、利用者のことを考え

ることが大切なんですね」という発言が出てく

る。この頃から、少しずつ受講者の態度が変化し

てくるのである。講義中は質問が増え、講義の終

了時は無言で退室していた受講者が笑顔で「今

日もありがとうございました。」と一礼し、刑務

官に連れられて教室を後にする。この変化が私

の中では一番の喜びとなると同時に、受講者で

あることには間違いないのだが、受刑者である

ことを忘れる瞬間が増えてくるのである。研修

後半は想像に容易いほど介護に対する熱意すら

感じるようになっており、出所後の介護職への

就労や資格取得の質問も出てくるのである。 

矯正処遇を再犯防止につなげるためには、罪

を犯した者は何をしたかではなく、何をしてい

くかが大切であるということを強く説いていく

必要がある。出所後の元受刑者が介護の職を通

して、社会復帰が出来るのであれば、それを切に

願うばかりである。 

 

 

 

米山奨学生紹介 

 

 

 

 

 

 

 

ウィーラッペルマ、ヴィクム デルシャン君 

出身国：スリランカ 

期  間：2019/4/1～2020/3/31 

学校名：千葉科学大学危機管理学部 4年 

工学技術危機管理・航空整備コース 

 

 

 

 

 

 

 

奨学金交付 
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第一部 勉強会 

テーマ① 

「ロータリー基本理念の成り立ちについて」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長経験者２名による講義 

テーマ② 
「私とロータリー」又は「ロータリーとの付き合い方」  

大里Ｐ会長・宮内龍雄Ｐ会長 

 

第二部 懇親懇談会 

乾杯の挨拶 高橋宏資第８グループガバナー補佐 

 

本年度２回目になります新入会員オリエンテーション 

を開催しました。対象者（入会３年未満）１３名中１１

名、金島会長、高橋ガバナー補佐以下理事の方を

加え総勢１９名の参加でした。 

和やかな雰囲気の中にもロータリーを熱く語り合う充

実した２時間半になりました。個性豊かで優秀な新

人たちと中堅ベテラン会員たちが融合し、益々クラブ

が活性化していくであろうことを確信しました。 

         （クラブ研修・情報委員長松本恭一） 

入会 3年未満（参加 11名） 

副島会員・神津会員・石毛会員・寺内会員・泉会員 

淵岡会員・須永会員・常世田会員・山崎会員 

村田会員・米岡会員 

金島会長・櫻井幹事・高橋ガバナー補佐 

宮内次年度会長・石毛職業奉仕委員長 

宮内龍雄理事・大里国際奉仕委員長 

松本クラブ研修・情報委員長 

【出席報告】  

会員総数３９名 出席計算３５名  

出   席２４名 欠   席１１名 

出席率  ６８．５７％ 

欠席者： 青野君・村田君・宮内(秀)君・松本君 

永澤君・大岩君・寺内君・山崎君 

鈴木君・高橋宏明君・富永君 

【Ｍ Ｕ】  

4/20 地区研修・協議会（参加 12 名）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金島君・神津君・松本君・宮内(秀)君・宮内(龍)君

須永君・高瀬君・田中君・寺内君・常世田君 

山崎君・米岡君 

 

4/20 山形鶴岡ＲＣ60周年 島田君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 25,000 計 ￥483,060 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 42,052 

米山 BOX ￥  2,200 計 ￥ 43,312 

希望の風 ￥ ― 計 ￥254,450 

次週 5 月 1 日（水）は休会となります。 

次回（５月８日）のプログラム 

「青少年奉仕月間に因んで」 

須永清彦 ＲＡＣ委員長 

 

お弁当：桔梗屋 （幕の内） 

 

 

 

 

 

第 2 回新入会員オリエンテーション 

4/17(水)18：30～茂利戸家 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


