
  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第３０４０号（２０１９年５月１５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 

「私が感じた銚子の強さ」 

㈱オールマイオウン 

㈱銚子もん 代表取締役 佐藤 則裕様 

 

前回例会報告（５月８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 

米山奨学生ウィーラッペルマ、ヴィクム デルシャン君 

奨学金交付 

会長挨拶 

本日は令和元年最初の例会です。ゴールデン

ウィークはいかがお過ごしでしたか。私は平成

から令和にかけて、阿天坊会員と春季千葉県高

等学校野球大会の応援に行ってきました。準決

勝で銚子商業は習志野に 3 対 2 で負けてしまい

ました。しかし、今回の千葉からの関東大会への

出場枠は 3 校ありました。その為、関東大会出

場をかけて 6 日、木更津総合と 3 位決定戦を行

いましたが、7 対 4 で善戦及ばず負けてしまい

ました。7月 10日から行われる夏の大会は Aシ

ードです。 

5月 3日（金）、4日（土）ウォッセ 21イベン

トでは、今年で4年目の錦鯉展示を行いました。

大勢のお客様が来場され、大道芸や色々なイベ

ントで大いに盛り上がりました。 

4 日にロータリー憩いの森に行ってきたとこ

ろ、綺麗な藤の花が見事に咲いていました。コブ

シも新芽、サルスベリも葉が付きすべてが根付

いたと思います。是非藤の花を見に行って下さ

い。 

5月は、若い人々の育成を支援する全てのロー

タリー活動に焦点を当てる「青少年奉仕月間」で

す。ロータリークラブは、この月間中、クラブの

ニュースレターやその他の広報資料に「各ロー

タリアンは青少年の模範」のスローガンを利用

するよう推奨されています。 

「青少年とは」各ロータリアンの責務は、年齢

30 歳までの若い人すべてを含む青少年の多様な

ニーズを認識しつつ、よりよき未来を確実なも

のとするために青少年の生活力を高めることに

よって、青少年に将来への準備をさせることで

す。すべてのクラブと地区は、青少年の基本的ニ

ーズを支援するプロジェクトに着手するよう推

奨されています。基本的ニーズとは、健康、人間

の価値、教育、自己開発であります。本日は記念

すべき例会卓話は、須永清彦 RAC 委員長の卓話

です。千葉科学大学 RAC 会員増強にご協力を宜

しくお願い致します。我クラブでも 40名でスタ
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ートして現在 39名です。あと 2か月ですので次

年度につなげる増強をお願い致します。 

 

第 11回定例理事会報告 

１） ５月６月７月プログラムの件  …承認 

２） 家族親睦旅行の件       …承認 

３） 次年度クラブ協議会の件    …承認 

5/15例会終了後 リーダー島田会員 

４） 新旧クラブ協議会の件       …承認 

6/12夜間移動例会 太陽の里点鐘 18時 

５） クールビズの件…承認 ６月～９月実施 

６） グローバル補助金奨学生カウンセラーの件 

…承認 カウンセラー：大里忠弘会員 

 

幹事報告 
【週報拝受】銚子東ＲＣ、館山ＲＣ、佐原ＲＣ 

1. 2019 年 5 月ロータリーレート１ドル＝112 円 

2. ロータリーの友「私の宝物」へご投稿のお願い 

3. バギオだより第 72 号 

4. 青少年奉仕月間リソースのご案内 

5. ＲＬＩ卒後・ＤＬ養成講座のご案内 

…ガバナー事務所 

6. 国際交流パーティーのご案内 

…銚子市国際交流協会 

7. 総会のご案内 

…銚子交通安全協会 

【例会変更】 

旭ＲＣ 

5月 31日(金)夜間例会点鐘 18時 30分 

八日市場ＲＣ 

5月 21日(火)点鐘 18：30 場所 柿岡屋 夜間例会

（家庭集会）のため 

 

 

 

会員の記念日   

結婚記念日  木曽 功会員(5月 3日） 

伊藤浩一会員(5月７日) 

入会記念日  小田島國博会員(4月 25日） 

創業記念日  信太秀紀会員(4月 25日) 

杉山俊明会員(5月 1日) 

石毛 充会員(5月 6日) 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧金島 弘会長 

平成最後の第 36回ゴールドア

イランドゴルフコンペにロー

タリアン１０名の参加を頂き

ありがとうございました。来

年のコンペは 4月 23日(木)で

す。令和元年宜しくお願い致

します。 

 

 

✧常世田 祐一会員 

10 連休無事に終りました。

5/1 に出勤し、改元システム

対応及び決算業務の対応の

おかげでシステム障害がお

こりませんでした。ありがと

うございます。 

 

 

✧米岡 孝会員 

4 月 29 日から一番下の娘（高 2）が銚子に遊び

に来ました。２人きりで 3日

も過ごすこともなかったの

で楽しくすごせました。銚子

の町に感謝です。 

 

 

 

 

✧須永 清彦会員 

本日卓話をさせていただきま

す。よろしくお願いします。 
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卓  話 

「ローターアクト活動」 

須永清彦 ＲＡＣ委員長 

皆さんこんにちは！5 月「青少年奉仕月間」と

の事なので「ローターアクト」での活動について

卓話をさせて頂きます。 

ロータリーの青少年プログラム 

ロータリーの青少年プログラムには 4 つのプロ

グラムがあります。簡単に説明させて頂きます。 

・インターアクト 

12～18 歳の中学・高校生が対象、2790 地区（千

葉県）には高校のみ 14 校にクラブがある。 

・ローターアクト 

18 歳から 30 歳までの青年男女が対象、2790 地

区には現在 4 クラブ+新設 2 クラブ。更に来年

度、成田にもクラブ新設の計画があります。 

・ロータリー青少年交換 

一言で言うと交換留学生です。 

推薦ロータリークラブの親善大使として青少年

（高校生）を海外に派遣し、外国での生活を体験

する事により国際理解と親善を推進するとの目

的で行っています。 

・ロータリー青少年指導者養成プログラム

（RYLA）高校生から 30 歳までの若者たちに、

スキルと人格を養いながら、奉仕・道徳・平和と

いったロータリーの価値観を学ぶ機会を提供す

る事を目的としています。2790 地区では毎年 2

月に南房総市の岩井海岸にて「ウォークラリー」

を教材としたリーダシップセミナーを行ってい

ます。 

4/20 地区研修・協議会 青少年プログラム統括

委員会部会 

・インターアクト・ローターアクト・青少年交

換・ＲＹＬＡの 4 つの次年度地区委員・委員長

の紹介と各委員会の内容説明がありました。 

・各クラブ委員全員の自己紹介・現状・感想・抱

負等 

 私も一言ご挨拶させて頂きました。旭ＲＣの

次期ローターアクト委員の北川様がアクト出身

との事でしたので、名刺交換させて頂きました。 

・地区危機管理委員長より講話「青少年の国外

旅行について」青少年に対してのハラスメント

が多い傾向にあるので、注意喚起の講話でした。 

Metoo 運動の影響か、２０年以上前のハラス

メントの報告があったそうです。 

4/13 第 47 回ローターアクト年次大会 

 金島会長と私で参加させて頂きました。アク

ト会員は、次年度会長の宇賀神君と若杉さんで

した。 

地区ローターアクト代表の舟木健太さんの開

会宣言・点鐘から始まり、習志野市長挨拶・地区

活動報告・各クラブ報告・新設クラブ挨拶があり

ました。 

各クラブ報告では、アクトらしい元気一杯の

報告が多かったともいます。新設クラブ挨拶で

は 2 クラブともかなり緊張していたようです。 

また、壁一面に張られた手作りのポスターや、全

員が手でハートマークを作って記念撮影時を行

った事など、いかにもアクトらしい印象が残り

ました。 

記念撮影の後、休憩をはさんで、記念プログラ

ム：オリエンテーション「避難所ＨＵＧ」（静岡

県危機管理部監修カードゲー

ム）を行いました。 

 避難所開設時に、何が必用

か？どんな問題があるか？な

ど考えさせられるゲームでし

た。 

 

 

千葉科学大学ローターアクトクラブに参加して 

銚子ローターアクトクラブ（1987-2006）は当初

40人前後の人数でしたが最後 4人となっていた

ようです。 

千葉科学大学ローターアクトクラブは 2007 年

から活動を行っています。現在会員数 6 人です

が、内卒業2名なので実質4人となっています。 

 その為、会員増強に

力を入れたいと思いま

す。（10人が目標）また、

地元の会員がいないの

で、卒業後銚子近辺に

残る会員が少ない事が

現状です。ロータリー

会員の知り合いや、従

業員様のご家族等で千

葉科学大学に在籍して

いる人がいましたらア
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プローチをお願い致します。 

また、規約・定款等の変更、会員募集のポスタ

ー・チラシ等の作成など行いたい事は多い状況

です。 

ロータリーの皆様には、ご協力をお願いする事

が多々あると思いますが、その際はどうぞ宜し

くお願い申し上げます。 

 

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

5月号読みどこ

ろ紹介 

 

 

 

 

田中英子社会奉仕委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 
春の全国交通安全運動にご参加下さい。 

出発式および交通安全キャンペーン 

日   時： ５月１３日（月） 午後３時～ 

集合場所： 銚子市役所市民プラザ 

薄暮時街頭監視 

日  時： ５月２０日（月） 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 

【出席報告】  

会員総数３９名  

出席計算３６名  

出   席２８名  

欠   席 ８名 

出席率  ７７．７８％ 

欠席者： 泉君・石毛(英)君・木曽君・村田君 

大岩君・鈴木君・高橋宏明君・富永君 

 

【Ｍ Ｕ】  

5/10 旭ＲＣ 石毛充君・宮内(龍)君 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ニコニコ BOX ￥15,000 計 ￥522,060 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 44,752 

米山 BOX ￥ 3,150 計 ￥ 46,462 

希望の風 ￥27,000 計 ￥281,450 

次回（５月２２日）のプログラム 

「輝くために・・・」 

ＡＳＳＵＲＡＮ ＪＯＹ ＣＬＵＢ 松丸 紀子様 

 

お弁当：高浦（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁当：辰巳家（にぎり） 


