
  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第３０４４号（２０１９年６月１２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 

夜間移動例会・新旧クラブ協議会 

太陽の里 点鐘１８時 

 

前回例会報告（６月５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： 

米山奨学生  

ウィーラッペルマ ヴィクム デルシャン様 

会長挨拶 

5 月 30 日（木）18 時 30 分より清川町飲喰処 

わ で千葉科学大学ローターアクトクラブ新入

会員 4名の歓迎会が行われて、銚子クラブ 12名、

東クラブ5名の参加で大いに盛り上がりました。

アクト会長は面接が入り欠席でしたが、須永ア

クト委員長大変お疲れ様でした。 

 31日（金）当地区第 11グループ柏西ロータリ

ークラブにメークアップしてきました。会員は

現在 67 名。例会場はザ・クレストホテル柏で、

12時 30分高田会長点鐘で始まりました。第 2580

地区代表幹事東京臨海 RC 今井忠様、2820 地区

しもだて柴水 RC笠倉勉様、私を含め 3名がメー

クアップしていました。バナーを交換させて頂

き、1人 3分間スピーチをさせて頂きました。増

谷信一管理運営統括委員長には、だいぶ前にな

りますが高校 PTAで大変お世話になりました。 

 6月 4日（火）18時 30分大新にて、両クラブ

会長、幹事、次年度、次々年度の会合を行いまし

た。 

 6月はロータリー親睦活動月間です。平成時代

の銚子クラブを振り返ってみたいと思います。

平成元年青野進会長・宮内清次幹事 

平成 2 年に銚子東クラブとの合同例会を年 1 回

定例化。平成 5 年結婚記念日の例会に夫人を招

待とする。事務局員を商工会議所職員からパー

ト化。平成 7 年阪神淡路大震災に際し、義援金

50万円を寄贈。 

平成 8年伊藤浩一会長・八田正明幹事 

3月 19日青少年文化会館前に蘇鉄の記念植樹、

3 月 23 日創立 40 周年記念式典小倉和夫実行委

員長、6月 11日 2000回記念例会。 

平成 9年猿田正城会長・五十嵐房司幹事 

10 月 29 日中島晴江さん秋をうたうコンサート

例会、4月 12日企業訪問、家族親睦旅行。 

平成 12年織田吉郎会長・青野秀樹幹事 

7月 1日クラブ会計システムの変更、12月 20日

クリスマス家族親睦会 32名の家族が参加、12月
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27日さよなら 20世紀例会開催。 

平成 13年岡根清会長・上総泰茂幹事 

10月 20日英語・日本語スピーチ大会後援。 

平成 16年青野秀樹会長・茂木洋佑幹事 

4月 3日ロータリー100周年記念地球の丸く見え

る丘展望館アメリカンディーゴ植樹。 

平成 17年宮崎裕光会長・大岩将道幹事 

3月 12日ロータリーセミナー佐藤千尋講演会開

催。6月 21日銚子 RAC最終例会・解散式（銚子

RC50周年記念誌より） 

 

 

 

 

 

 
 

 

創立 40 周年記念植樹 

青少年文化会館の蘇鉄「奉仕の樹」 

 

 

 

 

 

 
「親睦の樹」 

 

 

 

 

 

 
 

国際ロータリー100 周年記念植樹 

地球の丸く見える丘 

アメリカンディェゴ 

 

 

（金島会長撮影 2019.6.5） 

第 12 回定例理事会報告 

１）６月 7月８月プログラムの件    …承認 

２）親睦旅行決算案の件        …承認 

３）新旧クラブ協議会の件       …承認 

４）慰労会の件            …承認 

５）千葉科学大学留学生交流会の件   …承認 

 

幹事報告 

【週報拝受】銚子東ＲＣ 

1. 職業分類・会員選考委員会について 

2. ＲＬＩ ＤＬ養成講座開催のご案内（再） 

3. 年次基金寄付のお願い～関東10地区中最下位

脱出にむけて～ 

…ガバナー事務所 

4. 鋸南ＲＣクラブ事務所・浦安ＲＣ例会場の変

更のお知らせ 

5. 2020年ホノルル国際大会のご案内資料 

…ガバナーエレクト事務所 

 

会員の記念日   

結婚記念日 

米岡  孝会員(5月 30日) 

阿天坊俊明会員(6月 4日) 

 

入会記念日 

常世田祐一会員(5月 30日) 

山崎 芳樹会員(5月 30日) 

田中 英子会員(6月 2日) 

金島  弘会員(6月 4日) 

宮内 秀章会員(6月 4日) 

 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧櫻井 公恵幹事 

実は昨年より国立がん研究

センター「がんと共に働く」

プロジェクトのアドバイザ

リーボードメンバーに就任

しておりました。5/30に「が

んになっても安心して働け

る職場づくり」という経営

層、人事向けのガイドブックを刊行することが

できました。かなりの力を注いだ本です。次回お

持ちしますので是非お手にとってみて下さい。 
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卓  話 

「追悼 織田吉郎パストガバナーを偲んで」 

宮内 清次会員 

皆さん今日は、パストガバナーの織田吉郎さ

んが亡くなって五年、明日六月六日は六回忌に

当たります。氏が眠る威徳寺に向かって黙祷を

します。 黙祷 

有難うございました。さて、私は幸運にも二人の

ガバナーに仕える事が出来ました。一人は 1983

年入会した年の小原美紀弁護士です。銚子クラ

ブではじめてのガバナーです。地区大会成功に

向けて二日間精力的に頑張った事を鮮明に覚え

ています。平成 2 年私が幹事の年にお亡くなり

になりました。そして 2７年後の 2010年織田吉

郎さんが就任いたしました。2013 年以降に入会

した新会員も大勢いますのでここで織田さんの

略歴を申し上げます。昭和 21年生れ、1987年同

じく建築設計士の大里和司会員の推薦で入会、

1992年幹事、2000年第 44代会長、2006年 50周

年記念事業実行委員長、2008年第 7分区ガバナ

ー補佐、2010年ガバナー就任、職業分類は建築

設計でした。 

私と織田さんとの出会いは勿論ロータリーに入

ってからです。織田さんは銚子青年会議所（Ｊ

Ｃ）の出身、私は銚子農業者青年会議の出身、

1990年代初頭はバブルの絶頂期、私は 55歳、日

に日に変わる農業政策に翻弄されこのまま酪農

経営を続けるべきか撤退すべきか迷っていた時

織田さんに相談しました。「ゴルフ練習場、乗馬

クラブ、モトクロス、パターゴルフ場」等等 1、

2年かけてリサーチして頂きました。何れも初期

投資に億単位掛かる事とバブルに陰りの仄聞も

あって断念した事を昨日の事の様に思い出して

います。そんなこんなもあっていつの間にか何

でも話し合える仲に成っていました。 

織田さんはロータリーを愛し常に研究してい

ました。社会奉仕に関する 1923年の声明、所謂

決議２３－３４を標榜していました。2000 年会

長就任と同時にクラブ内改革に取り組みクラブ

内規の文書化、慶弔既定の文書化、会計システム

の透明化、また事務局員のパート化と簡素化

等々を実現し今日に至っています。またロータ

リーの出席義務ついては特に厳しく、常にホー

ムクラブでの皆出席を目指していました。メイ

クアップの適用範囲を見直し、出席の重要性を

常に説いていました。そして会長時代に発足し

たフォーラム｢ロータリーを語る会」のアンケー

ト集約の成果が後のガバナー就任のきっかけと

なったのです。当時猿田先生はガバナー補佐の

立場で「語る会」の成果を時の白鳥ガバナーに強

調し織田さんを推薦しました。織田さんは家族

と相談、熟慮に熟慮を重ねた末2007年受諾、2008

年八日市場ＲＣのご理解を得て第 7 分区ガバナ

ー補佐に就任、2009年中央町にロータリーエレ

クト事務所を開設本格的にスタートしました。

そして 2010年 7月「スタイルを磨こう」をスロ

ーガンにガバナーに就任、国際ロータリーの問

題（職業奉仕理念の衰退、事務局の支配強化）

等々と日本社会の問題として（職業倫理低下、超

我のロータリアン自身の魅力の低下）を上げ、ロ

ータリーの危機を掲げて84クラブを勢力的に説

いて回りました。ガバナー最大のイベント地区

年次大会を銚子に開催、タイ国の高官ビチャイ・

ラタクル氏を迎え大成功を収めた。任期を三ヶ

月余り残した 2011年 3月 11日 1000年に一度と

も言われる東日本大震災が発生。その義捐金を

基に織田さんの主張した「ロータリー希望の風

奨学基金」を発足、現在 14の地区、団体で「東

日本大震災青少年支援連絡協議会」として活動

を展開している。ご活躍の諸々は紙面の都合で

割愛しますが、織田さんが生前言っていた「会や

制度の運営には義捐金や支援金は使わない」に

こだわらず最小の対価以って運営されるべき時

期にあると思う。給付型奨学金制度の魁として

ホームページの内容を充実したり、制度拡充活

動に銚子ロータリークラブが関わって行くべき

だと思います。そして織田さんの理念、理想、希

望を風化させない事が何よりのご供養になると

思います。 

令和元年六月五日   合掌 
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米山奨学金交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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６月号  読みどころ紹介 

 
【出席報告】  
会員総数３９名   

出席計算３５名  

出   席２７名   

欠   席８名 

出席率  ７７．１４％ 

欠席者：  

淵岡君・石毛(英)君・村田君・信太君・山崎君 

鈴木君・高橋宏明君・富永君 

 

【Ｍ Ｕ】  

6/7 浦安ＲＣ金島君・高瀬君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ】 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

ロータリアンの行動規範の改正について 

2019 年１月開催のＲＩ理事会において、ロータリ

ーの行動規範が下記の通りに改正になりました。

改正部分は、５)の部分が追加されました。 

 

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。 

５）ロータリーの会合、行事、および活動におい

てハラスメントのない環境を維持すること

を支援し、ハラスメントの疑いがあれば報

告し、ハラスメントを報告した人への報復

が起こらないよう確認する。 

（2019 年１月理事会会合、決定 119 号） 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 8,000 計 ￥577,060 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 49,652 

米山 BOX ￥ 2,300 計 ￥ 51,112 

希望の風 ￥26,000 計 ￥307,450 

次週（６月１９日）のプログラム 

「第 8 グループを振り返って」 

第 8 グループガバナー補佐 髙橋 宏資様 

補佐幹事 石毛 充様 宮内 龍雄様 

 

お弁当：大新(幕の内) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁当：辰巳家（にぎり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


