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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 

「会長・幹事退任挨拶」 

金島  弘会長 

櫻井 公恵幹事 

 

前回例会報告（６月１９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：銚子東ＲＣ 澤田 武男様 

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 

会長挨拶 

先週 12日（水）18時より太陽の里に於いて、

本年度最後の新旧クラブ協議会に32名の会員に

出席して頂き、1年間のクラブ運営にも大変ご協

力を頂きありがとうございました。猿田会員、リ

ーダーをおつとめ頂き、お褒めの総評を頂き、お

疲れ様でした。 

 14日（金）18時よりホテル ザ・マンハッタ

ンで、フェアウェルパーティーが行われて、櫻井

公恵幹事と一緒に参加してきました。橋岡久太

郎ガバナーが 1 年を振り返った挨拶、総評を崎

山征雄地区研修リーダー、講演は「大人が愉しむ

ウィスキー入門」サントリースピリッツ株式会

社名誉チーフブレンダー輿水精一様がされまし

た。シェリー樽原酒、スモーキ原酒の試飲もあ

り、お酒の飲めない私の分は幹事にお任せしま

した。第 2 部のパーティーは関口徳雄パストガ

バナーの乾杯で始まり、第 8 グループからは銚

子クラブのみの参加でした。今年度 1 年間を振

り返る歓談中心の和やかな会でした。16日（日）

～18 日（火）元米山奨学生キム・ユリさんが友

達 5人で太陽の里に来ました。 

18 日（火）に高橋宏資ガバナー補佐、石毛充

補佐幹事、宮内龍雄補佐幹事、櫻井公恵幹事と私

で銚子東クラブに退任挨拶に行ってまいりまし

た。 

今日第 3 週で私の趣味最終回は、ロータリー

クラブです。11年前に 56歳で入会させて頂き、

最初は大変な所に入ったなと思っていましたが、

60 才で社長を引退してからは毎週例会が楽しみ

になりました。銚子東 RCに初めてメークアップ

でお邪魔して、その後、東西南北の RCに行こう

と自ら決めました。石垣 RC、稚内 RC、岡山南 RC、

大阪西 RC、小千谷 RC、魚沼 RC、神田 RC、2790

地区内は勝浦 RC、千葉 RCへ行きました。3000回

例会講師お願いに成田 RC、参加お願いに銚子東

RC、八日市場 RC、旭 RC に幹事と行ってきまし

た。会長として越生 RC、千葉西 RCに 5名で、茂
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原 RCに 3名で、柏西 RC、浦安 RC2名で参加させ

て頂き、各クラブの例会内容、雰囲気、それぞれ

違いはありますが、どこのクラブも歓迎してく

れました。 

幹事報告 
【週報拝受】旭ＲＣ 

1. 2019年 7月クラブ請求書作成にあたってのお

願い 

…国際ロータリーデータサービス部 

2. ロータリー財団奨学生オリエンテーション日

程（第 2報） 

3. 規定審議会報告会のご案内 

…ガバナー事務所 

4. 「コーディネーターニュース」2019年 7 月号

のご案内 

5. 地区関係負担金上期お振込みのお願い 

6. 国際大会のアンケートのお願い 

7. 千葉南ＲＣ例会点鐘時間変更 

12：30☞12：15点鐘 

…ガバナーエレクト事務所 

8. Ｒ情報研修会・ＩＭ報告書拝受 

…第 8グループＡＧ高橋宏資様 

9. 千葉科学大学留学生交流会・ＲＡＣ最終例会

のご案内 

…千葉科学大学ＲＡＣ 

10. ハイライトよねやま２３１ 

11. 世話クラブ補助費送金のご案内 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

 

会員の記念日   

誕生日おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神津 裕之会員(6月 11日)  

鈴木 達也会員(6月 12日) 

 

結婚記念日 

永澤  信会員(6月 17日) 

 

入会記念日 

村田  等会員(6月 6日) 

宮内 龍雄会員(6月 7日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧高橋宏資ガバナー補佐 

ガバナー補佐としての

任務無事終える事が出

来ました。御協力有難う

ございました。 

 

 

 

 

 

 

✧宮内 龍雄会員 

今週月曜日突然、元米山奨学生のキムユリさん

が友達と来銚しました。夜みなさんで急遽ウエ

ルカムパーティを太陽の里で行いました。参加

していただいた会員皆さまに心より感謝申し上

げます。 

 

 

 

 

 

 
 

 

元米山奨学生金ユリさんと宮内カウンセラー 

 

 

 

 

 

 

✧石毛 英俊会員 

6/12 新旧クラブ協議会では太陽の里をご利用頂

きありがとうございました。また、テーブルの不

具合で大変ご迷惑をおかけし、申し訳ございま

せんでした。 
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卓  話 

「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 

橋岡久太郎ガバナーが掲げる地区テーマ『伝

統と未来』のもと、１年間ガバナー補佐として第

8 グループの 4 クラブと地区の橋渡しの役目を

無事終えることができました。1年間を振り返っ

て特に 3つの行事について報告いたします。 

 まず、１２月２日（日）銚子商工会議所１Ｆ大

ホールにて、第 8 グループロータリー情報研修

会を開催いたしました。当日は、地区最後のロー

タリー情報研修会ということで、地区からは 6

名の役員に

お越しいた

だき、会を

盛り上げて

いただきま

した。 

 第 8 グル

ープは、旭

ＲＣ、八日市場ＲＣ、銚子東ＲＣ、そして銚子Ｒ

Ｃの 4クラブ、約 60名の参加がありました。当

日は、銚子商工会議所のイベントと重なりまし

て、少し会員の参加が減ってしまったことが反

省点ではありましたが、その点、各クラブの会

長・幹事さんが研修会を盛り上げるべく出席に

積極的に動いてくださったことに心より感謝し

ている次第です。 

 今回のテーマは、『わかりやすいロータリー』

ということで、具体的には『職業奉仕を再考す

る』という内容で、地区研修リーダーの宇佐美パ

ストガバナーが、スライドを使いながらのわか

りやすい、また人柄を思わせる優しい口調で、1

時間弱の講演をしてくださいました。そのせい

か、会場の皆さんの表情も真剣そのものでした。 

 質疑応答では、会員の質問に対して、6名の役

員がそれぞれ偏りのない 6 通りの回答をいただ

き、会員の皆さんはとても感銘を受けていたと

察します。この研修会が今後の会員の活動の原

動力になることを信じています。 

 次に、3月 10日日曜日、銚子スパ＆リゾート

犬吠埼 太陽の里において、第 8 グループ（八

日市場ＲＣ、旭ＲＣ、銚子東ＲＣ、銚子ＲＣ）約

90 名の会員の参加をいただきましてＩＭを開催

いたしました。 

 ＩＭの目的

は、会員相互の

親睦とロータ

リーの知識を

深めることで

あり、奉仕の理

念を勉強する

ことでありま

す。そして、親睦を図り友情を育み、そこから得

た知識を自己の仕事に役立て業界に貢献し、さ

らに職業によって成り立っているこの地域社会

というものを発展させていくということであり

ます。要するに仕事を通じて社会に貢献してい

くということになります。 

 第１部は、グループ内の組織・役員の紹介と、

米山記念奨学員会 冨一美委員長と米山奨学生 

スリランカのガッラゲ・ナディーシャ・セウワン

ディさんの卓話がありました。彼女の将来の夢

はロータリアンになることだそうです。 

 第 2 部は、お母さまが銚子出身の能楽師大蔵

流狂言方 大蔵弥太郎千虎氏にお越しいただき、

日本古来の 650 年続く伝統芸能である“狂言”

をわかりやすい解説と実演をしていただき皆さ

ん大変感動いたしました。その後、ジャズの生演

奏の中で懇親会があり、4クラブ間の親睦もさら

に深まったように思います。 

 今回は、家族の参加を積極的に勧めることに

より、家族のロータリーへの理解と会員のロー

タリー活動を応援していただく第一歩となった

ことと思います。そして、ロータリーの素晴らし

さを見直していただけたと思っております。私

自身も、ロータリーは親睦から始まり友情を育

み、自らの職業に役立て、地域社会に貢献・奉仕

することを学ぶ団体であることを改めて認識い

たしました。 

最後のイベントとして、第 8 グループ親善ゴ

ル フ 大 会

が 5 月 16

日（木）レ

イ ン ボ ー

ヒルズ CC

で 開 催 さ

れました。
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当日は約 40名の会員の参加を得て、親睦の中に

も力のこもった戦いで、旭 RCが団体優勝、そし

て、個人優勝は何かの間違いか私が取ってしま

いました。大会準備のメンバーの努力により賞

や景品にも工夫を施し参加者には楽しんでいた

だけたかと思います。 

 前年度から会合を開き、素晴らしい助言をし

ていただいた 4 クラブの会長・幹事の皆さま、

そして、地区役員の皆さま、第 8グループ会員・

家族の皆さま、1 年間多大なる御支援、御協力、

本当にありがとうございました。 

 

ガバナー補佐幹事退任挨拶 

 

 

 

 

 

 

 
今年度 第８グループガバナー補佐幹事を務め

させて頂きました。一年を振り返ってみますと、3

つの大きな行事がありました。ロータリー情報研

修会、インターシティミーティング、親睦ゴルフ大

会と第８グループ各クラブの御協力とホストクラ

ブの銚子 RC の皆様には大変お世話になりました。

一年間ありがとうございました。 

 

委員会報告 

神津裕之次年度社会奉仕委員長 
 

 

 

 

 

 

 

第 69 回社会を明るくする運動市内パレード 

日   時：７月６日（土） 午後 1時 40分～出発式 

           パレード２時～ 

集合場所：銚子市役所玄関前駐車場 

※参加者はメークアップの対象となります。 

よろしくお願い致します。 

【出席報告】  
会員総数３９名   出席計算３５名  

出   席２８名   欠   席９名 

出席率  ７５．６８％ 

欠席者： 木曽君・村田君・大岩君・田中君 

常世田君・山崎君・鈴木君・高橋宏明君・富永君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｍ Ｕ】  

6/21 千葉南ＲＣ 信太君 

6/21 旭ＲＣ 石毛君・金島君・宮内(龍)君・高橋君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ】 

    

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥17,000 計 ￥594,060 

スモールコイン ￥ 2,900 計 ￥ 52,552 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 51,112 

希望の風 ￥ ― 計 ￥307,450 

次週（７月３日）のプログラム 

2019-20 年度 第一例会 

「会長・幹事就任挨拶」 

宮内 秀章会長 

寺内 忠正幹事 

お弁当：入船(幕の内) 

 

 

 

 

 

 

 

石毛充補佐幹事     宮内龍雄補佐幹事 

 


