
  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第３０４７号（２０１９年７月３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 

「会長・幹事就任挨拶」 

宮内 秀章会長 

寺内 忠正幹事 

 

前回例会報告（６月２６日） 
点鐘：金島 弘会長 

ロータリーソング：四つのテスト 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終例会のソングリーダーは金島弘会長 

 
ビジター紹介： 

銚子東ＲＣ 会長 大内 一恭様 

      幹事 森 はるみ様 

（退任挨拶） 

会長挨拶 
先週 20日（木）14：00～千葉科学大学おうえん

協議会、今年度第 2 回の理事会が行われて、マリ

ーナキャンパス前駐車場を照らす照明灯を大学敷

地内に 2本、費用は約 94万円。尚、設置に関する

手続き一切及び設置後の維持管理も大学側が負担

し、当協議会としては費用のみを助成金として支

援することになりました。また、今回の設置本数で

は駐車場の全てをカバーできない為、来年度も同

内容での支援を協議することになりました。今回

の 2 本の照明灯設置完了時は 8 月中旬を見込み、

同時期に支援金贈呈セレモニーを行います。 

 21 日（金）旭ロータリークラブに高橋宏資ガバ

ナー補佐、石毛充補佐幹事、宮内龍雄補佐幹事が退

任挨拶に行き、私も一緒にメークアップしてきま

した。1年間大変お疲れ様でした。 

 同日 18 時 30 分より犬吠埼ホテルで、令和元年

度千葉科学大学親和会総会が行われ、加計理事長、

木曽学長より挨拶があり、来賓挨拶、乾杯、180名

の大懇親会で大いに盛り上がり、最後は学園歌、学

歌を参加者全員で大合唱しました。 

 本日は最終例会で 1 年間会長挨拶にお付き合い

頂きありがとうございました。最後は「100万人を

割る出生数」。我が国の年間の出生数は、第 1次ベ

ビーブーム期には約 270 万人、第 2 次ベビーブー

ム期には約 210万人であったが、1975（昭和 50）

年に 200 万人を割り込み、それ以降、毎年減少し

続けました。1984（昭和 59）年には 150万人を割

り込み、1991（平成 3）年以降は増加と減少を繰り

返しながら、緩やかな減少傾向になっています。 

2016（平成 28）年の出生数は、97 万 6,978人と

なり、1899（明治 32）年の統計開始以来、初めて

100万人を割りました。 

 なお、厚生労働省「2017（平成 29）年の出生数

は 94万 6065人となっています。 

幹事報告 
1. 情報研修会報告書 

2. 財団寄付月次リポート５月 

3. 【日本のロータリー100 周年記念ピンバッジ】

頒布についてご協力のお願い 

…ガバナー事務所 
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4. 地区研修協議会報告等の送付ご案内について 

5. ＲＩ会長の挨拶ビデオのお知らせ 

6. 2019 年規定審議会『クラブと地区に関連する

重要な変更』について 

7. カウンセラー米山奨学生研修会開催のご案内 

…ガバナーエレクト事務所 

8. 2019-20 年度ロータリー財団奨学生オリエン

テーション日程について 

…地区奨学生・学友委員会 

9. 令和元年夏の交通安全運動実施要綱 

…銚子市交通安全都市推進協議会 

会員の記念日   

誕生日おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

猿田 正城会員(6月 27日)  

 

結婚記念日 

山崎 芳樹会員(6月 25日) 

神津 裕之会員(6月 27日) 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧銚子東ＲＣ 大内一恭会長・森はるみ幹事 

1年間お世話になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
✧金島弘会長・櫻井公恵幹事 

皆様 1 年間本当に本当にありがとうございまし

た！詳細は退任挨拶にてお話させていただきます。 

 

 

✧宮内秀章クラブ奉仕委員長 

 石毛 充職業奉仕委員長 

 田中英子社会奉仕委員長 

 大里忠弘国際奉仕委員長 

会員の皆様、1年間大変お世話になりました。 

心よりお礼申し上げます。 

✧大里忠弘国際奉仕委員長 

青野秀樹米山記念奨学委員長 

髙瀬幸雄Ｒ財団委員長 

国際奉仕委員会・米山記念奨学委員会・ロータリー

財団委員会に対しまして会員皆様の御協力をいた

だき無事任務を終了することが出来ました。会員

皆様に感謝申し上げます。 

 

✧佐藤直子ＳＡＡ 

一年間ＳＡＡを努めさせて頂きまして有難うござ

いました。皆様のご協力のお陰です。次年度は大変

個性的なＳＡＡに代わります。大変楽しみにして

います。有難うございました。 

 

✧高橋宏資会員 

本年度最終両クラブゴルフ会、ベスグロ優勝致し

ました。 

 

✧寺内忠正親睦活動委員長 

石毛英俊親睦活動副委員長 

親睦委員会としてなんとか1年やってこれました。

会員皆様・親睦委員の皆様のおかげです。ありがと

うございました。 

 

✧常世田祐一会員 

総代会が無事に終了致しました。一番に相談され

る金融機関を目指します。これからもよろしくお

願いいたします。 

 

 

＝会長退任挨拶＝    金島 弘会長 

伝統ある銚子ロータリークラブ 62代会長を 1年

間無事に務める事ができましたのも、会員皆様の

ご協力と改めて感謝と御礼を申し上げます。 

 昨年 7 月 4 日の例会で松本直前会長よりバッチ

を引き継いでから、たったの 1 年間で様々な経験

をさせて頂きました。 

まず、就任後すぐに通算 3000回例会がありまし

たので、それに向けて、前年度被選理事会で何度も

話し合いをしていました。通算 3000 回例会は、7
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月 8 日（日）に太陽の里で、銚子東クラブと合同

で移動例会となりました。第 8 グループ高橋宏資

ガバナー補佐、旭クラブ、八日市場クラブ、会長、

幹事、大勢の会員に出席して頂き、記念講演は国際

ロータリー2790 地区ガバナーエレクト諸岡靖彦様

（成田 RC）に「ロータリーが私に教えてくれたこ

と」と題して講演を頂きました。諸岡様は成田山新

勝寺の総代で、当日は成田祇園祭の最終日で大変

お忙しい中でしたが、どうもありがとうございま

した。懇親会では利き羊羹と、銚子郷土民謡大漁節

保存ひびき連合会長塚東ひびき会の演奏がありま

した。私自身 20年ぶりに大太鼓を叩き、親子三代

で出演となり、家族にとっても最高の思い出にな

りました。 

 2013年 6 月に新たに設置した「ロータリー憩い

の森」の充実に、地区補助金申請も無事に通り、

2018 年 10 月 11 日～12 日に、重機で桜の木根堀

り、階段、バーゴラ、ベンチの設置を行いました。

13 日に、コブシ、サルスベリ、フジ 2 本を植樹し

て、既存の桜の枝の選定を業者に行ってもらいま

した。14 日は、既存桜の木の根元に飼料を入れる

作業の為に大勢の会員に参加して頂きましたが、

朝からあいにくの雨で、皆さん

雨具を着て大変な重労働でし

た。バーコラのアルミ柱に 3000

回例会記念のステッカーを貼

ってあります。 

本年度は高橋宏資ガバナー

補佐には、ガバナー公式訪問、

ロータリー情報研修会、インタ

ーシティー・ミーティング、親

善ゴルフ大会、大勢の会員の出

席大変ありがとうございまし

た。 

 昨年 4 月より米山奨学生 ウ

ィーラッペルマ ヴィクムデルシャン君を受け入

れ、今年 3 月の工藤幸介くんグローバル補助金申

請も全て今週完了してあとは結果待ちです。会員

皆様には当クラブでの行事、事業のみならず、地区

の会議、事業に積極的に参加して頂き本当にあり

がとうございました。 

平成から令和の例会、私にとっても最高の経験を

させていただきました。クラブ会員全員で各委員

会、銚子クラブを盛り上げて頂きました。東クラブ

の皆様にも年初、各合同事業において企画、運営大

変お世話になりました。重ねてとなりますが、本当

にありがとうございました。 

 最後になりますが、至らぬ私を支えてくださっ

た櫻井公恵幹事に感謝申し上げます。 

そして、63 代宮内秀章会長、寺内忠正幹事、銚

子ロータリークラブの益々発展をご祈念申し上げ

て、会長退任挨拶とさせて頂きます。 

＝幹事退任挨拶＝    櫻井 公恵幹事 

本年度、金島会長の下、幹事という非常に重要な

お役を頂戴しました。みなさまからのご指導そし

て多くのご協力をいただきながら幹事職を経験さ

せていただきましたことを、心より感謝申し上げ

ます。 

2018-19 年度は、「ひらめきと継続」というクラブ

方針に基づき、7月 8日に迎えた通算 3000回例会、

そして地区補助金を活用したロータリー憩いの森

プロジェクトと大きな行事が無事に実施されまし

た。 

 自らが何をできたか、と申しますと何もなく、た

だ目の前のことをこなしていくのが精一杯で学ぶ

ことばかりだった 1 年間だったことを反省いたし

ます。 

 では何を学んだかとひとことで申し上げますと、

クラブ運営は全員の役割、そして協力があってこ

そ成り立つということであり、そしてロータリー

活動は心から楽しみ誇り高くあるべきものだ、と

いうことに他なりません。 

 みなさまにご指導いただいた 1 年間でした。思

い返すとみなさんが心から暖かくご指導ください

ました。恵まれていたのは金島会長がまめに自ら

走って先頭に立ち動いてくださる会長でいてくだ

さったこと、そしてこの年のガバナー補佐が我が

クラブの高橋先生、補佐幹事が宮内龍雄さんと石

毛充さんだったこと、補佐たちがとても楽しそう

に活動されていたことです。高橋ガバナー補佐に

は「幹事の仕事は理事会で決議したこととクラブ

の運営を滞りなく進めていくこと」とお示しいた

だきました。 

 ただひとつ「自分、よくやった！」と言いましょ

うか「神様、ありがとう」と声を大にしたいのはこ

の 1 年、入院も手術もなく終われたということだ

けです。 

本年度の RI会長のテーマは 

「Be the inspiration」 

私自身は「元気の源になろう」と解釈し、行動の芯

としてきました。この 1 年間、ご指導いただきま

した金島会長、会員のみなさま、そして事務局の河
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野さんに重ねて深く感謝申し上げます。 

 早いもので私も入会 8 年目を迎えております。

皆さまには今後とも引き続きご指導の程、どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

ポールハリスフェロー表彰 

 
 

 

 

 

 

 

 

大里 忠弘会員 

マルチ 3回目 

 

【出席報告】  
会員総数３９名   出席計算３６名  

出   席２９名   欠   席 ７名 

出席率  ８０．５６％ 

欠席者：淵岡君・木曽君・村田君・信太君 

鈴木君・高橋宏明君・富永君 

【Ｍ Ｕ】  

6/27 千葉科学大学留学生交流会（9名） 

石毛君・金島君・木曽君・松本君・宮内(秀)君 

櫻井(公)君・須永君・高橋君・田中君 

 

【ニコニコ】 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月 26 日(水)18：30～  キャルネドサントゥール 

お疲れ様でした。 

 

 

ニコニコ BOX ￥63,000 計 ￥657,060 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 52,552 

米山 BOX ￥ 3,100 計 ￥ 54,212 

希望の風 ￥ ― 計 ￥307,450 

次週（７月１０日）のプログラム 

「五大奉仕委員長就任挨拶」 

田中 英子クラブ奉仕委員長 

大里 忠弘職業奉仕委員長 

神津 裕之社会奉仕委員長 

宮内 龍雄国際奉仕委員長 

松本 恭一青少年奉仕委員長 

お弁当： 桔梗屋 (幕の内) 

 

 

 

高橋ガバナー補佐・補佐幹事 会長・幹事慰労会 

次年度会長・幹事激励会 


