
  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

第３０４８号（２０１９年７月１０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  宮 内 秀 章 

副会長  田 中 英 子 

幹  事  寺 内 忠 正 

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/ 

2019-2020年度 ＲＩ会長テーマ 

ロータリーは世界をつなぐ 

ROTARY CONNECTS THE WORLD 

ＲＩ会長 マーク・ダニエル・マローニー 

 

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 

ガバナー諸岡 靖彦 (成田RC)  

広報・会報委員会   

委員長 石毛 英俊  副委員長山崎 芳樹 

委  員 大岩 將道 
  

 
 

今週のプログラム 
「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 

前回例会報告（７月３日） 
点鐘：宮内 秀章会長 

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： 

第 8グループガバナー補佐 石井 哲也様 

補佐幹事     藤﨑 一成様 

銚子東ＲＣ 会長 宮内 勝利様 

      幹事 杉浦  武様 

            （就任挨拶） 

米山奨学生  

ウイーラッペルマ ヴィクム デルシャン様 

（奨学金交付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 
本日は国際ロータリー第２７９０地区第８グル

ープガバナー補佐石井哲也様、ガバナー補佐幹事

藤崎一成様、銚子東ロータリークラブ会長宮内勝

利様、銚子東ロータリークラブ幹事杉浦武様、米山

奨学生ウイーラッペルマヴィクムデルシャン様に

お越しいただいております。石井ガバナー補佐、藤

崎補佐幹事、宮内会長、杉浦幹事には後ほどご挨拶

をお願い致します。 

また、ヴィクム君には近況報告をお願いしたいと

思います 

２０１９－２０２０年度、銚子ロータリークラ

ブ６３代の会長を務めさせていただきます宮内で

ございます。まず初めに、役員の皆様並びに高橋会

員にはガバナー補佐という大役の直後にクラブの

SAA をこの様に快くお引き受けいただきましたこ

と、そして無事に新年度をスタートできますこと、

心から御礼申し上げます。私のような若輩者が伝

統と歴史あるこの銚子ロータリークラブの会長を

拝命致しましたことに感謝すると共に、一年間 

精一杯務めて参る所存でございます。会員皆様の

ご協力の程よろしくお願い致します。 

続いて先週の活動報告を申し上げます。 

６月２６日（水）６時３０分より新旧会長幹事慰労

会・次年度会長幹事激励会が、２５名の参加により

キャルネドサントゥールで行われました。一年間

の大役を終えました金島直前会長、櫻井幹事のス

ッキリした顔が印象的でした。大変、お疲れ様でし

た。また、今年度への沢山の激励の言葉もいただき

ましたこと改めてお礼申し上げます。 

翌日２７日（木）５時より千葉科学大学留学生交流

会・ＲＡＣ最終例会は銚子クラブより９名の参加。
新旧会長幹事バッジ交換 
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大学内の C’sマリーナで行われました。交流会は

ＲＡＣの設営で行われました。今回、留学生の人数

が例年より若干少ない気もしましたが、ロータリ

アンと留学生と楽しく和やかな雰囲気で有意義な

一時となりました。詳しくは後程、須永委員長より

報告させていただきます。 

さて私は、先月６月４日で銚子ロータリークラ

ブに入会しまして丁度１１年を迎えました。この

場へ幾度も立たせていただきましたが、その中で

今日が一番緊張をしております。これから１日も

早く会長という職務に慣れながらも程よい緊張が

解けぬよう、そして皆さんと共に楽しいロータリ

ーライフを築けるよう精進して参りたいと考えま

す。詳しくは就任挨拶にてお話しさせて頂きます。

以上で会長挨拶といたします。 

第 1回定例理事会報告 
１）委員会構成の件       …承認 

２）会費、入会金、各種負担金の件…承認 

３）誕生祝い品の件       …承認 

４）東ＲＣとの役割分担の件   …承認 

５）Ｒ財団寄付の件       …承認 

６）取引先金融機関の件     …承認 

７）例会日程の件        …承認 

８）交際費等の件        …承認 

９）同好会、青少年団体補助金の件…承認 

１０）ﾒｰｷｬｯﾌﾟ等の取り扱いの件  …承認 

１１）関東近県野球大会の件   …承認 

１２）ガバナー補佐訪問クラブ協議会の件…承認 

１３）ガバナー合同公式訪問・クラブ協議会の件 

…承認 7/31(水)東と合同公式訪問例会 

１４）7月 8月 9月例会プログラムの件…承認 

１５）日本のロータリー100周年記念ﾋﾟﾝﾊﾞｯｼﾞの件 

…承認 

１６）19－20年度予算案の件   …承認 

１７）青野秀樹会員出席免除の件 …承認 

幹事報告 
【週報拝受】銚子東ＲＣ、八日市場ＲＣ 

1. 事務所閉鎖のお知らせ 

…直前ガバナー事務所 

2. 地区指名委員会及びガバナーノミニーデジグ

ネート候補者推薦について 

3. 財団室 NEWS 2019年 7月号 

4. 流山 RC クラブのメールアドレス等変更のお

知らせ 

5. 2019年 7月ロータリーレート １ドル＝108円 

6. 習志野 RC電話番号変更のお知らせ 

7. 『クラブの運営』ページのエラーについて 

8. バギオだより第 73号 

…ガバナー事務所 

9. ロータリー希望の風奨学金への支援礼状 

…ロータリー東日本大震災青少年支援連絡協議会 

【例会変更】 

旭ＲＣ 

7月 26日(金)夜間例会 点鐘 18時 30分 

八日市場ＲＣ 

7月 16日（火）AM9：30 場所 飯高寺 

移動例会（飯高寺清掃）のため 

7月 23日（火）定款により休会 

7月 30日（火）点鐘 18：30 ホテル日航成田 

納涼会・家族会のため 

会員の記念日   

創業記念日  阿天坊俊明会員(7月 1日） 

  副島 賢治会員(7月 1日） 

ニコニコＢＯＸ  
✧第 8グループガバナー補佐石井哲也様 

補佐幹事 藤﨑一成様 

一年間お世話になります。よろしくお願いします。 

 

✧銚子東ＲＣ宮内勝利会長・杉浦 武幹事 

シルバー同士で一年間頑張ります。よろしくお願

いします。 

 

✧大ニコニコ 髙瀬幸雄カウンセラー 

米山奨学生のヴィクム君の就職が決まりました。

会社名は堀口エンジニアリング㈱成田工場で設計

の業務に就く予定です。今後共、皆様の応援宜しく

お願いします。 

 

✧宮内秀章会長・寺内忠正幹事 

1年間よろしくお願い致します。 

 

✧金島 弘会員 

前年度は大変お世話になりました。今年度はロー

タリーの友誌でお世話になります。宮内秀章年度、

頑張って下さい。 

 

✧青野秀樹会員 

宮内会長、寺内幹事 活躍をご祈念いたします。 

 

✧須永清彦ＲＡＣ委員長 

6/27 アクト最終例会及び留学生交流会が無事開催

され多くのロータリアンにご参加いただきました。

有難う御座いました。 

昨日 7/2 午後よりゴルフ場デビューしました。ゴ

ルフ場自体初めてだったので、景色が斬新でした。

結果は聞かないでください。 

 

✧石毛 充例会運営委員長 

今年度プログラム委員長を務めさせていただきま

す石毛充です。１００％出席に向けて、会員の皆様

どうぞ宜しくお願い致します。 
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✧米岡 孝親睦活動委員長 

親睦委員長を無事にスタートできることをいのり

つつ･･･ 

 

✧泉英伸会員 

オリンピック陸上（１００ｍ女子決勝）当選しまし

た。 

 

卓  話 

＝会長就任挨拶＝第 63 代 宮内 秀章会長 
 今年度、マーク・ダニ

エル・マローニーＲＩ会

長は、「ロータリーは世

界をつなぐ」というテー

マの下、ロータリーの

奉仕を通じて、有能で

思慮深い、寛大な人び

とが手を取り合い行動

を起こすためのつなが

りを築いて参りましょう

と提案され、その中で

ロータリーの未来の形づくる本当の場所はクラブであ

ると述べられております。 

 また、諸岡靖彦ガバナーは地区のスローガンを「ロ

ータリーから千葉を元気に」とし、クラブの将来に対す

る戦略計画の重要性についてお話しされ、とにかくク

ラブが元気でなければならないということであります。

この戦略計画ですが RIの戦略的目標として「クラブの

サポートと強化」、「人道的奉仕の重点化と増加」、「公

共イメージと認知度の向上」と大きく３つに分けており

ます。当クラブにおきましても現在の会員増強をはじ

め３年、５年後に危惧される問題点として考えていか

なければならない課題は多々あることと考えます。 

戦略計画については、クラブ情報委員会にて先輩方

のアドバイスを頂きながら新入会委員の皆さんからも

斬新な意見を交えて考察して参りたいと考えます。 

 そして今年度、当クラブではロータリーの基本でもあ

ります「会員相互の親睦」と「地域への奉仕」を重点に

１年間すすめて参ります。 

 ロータリーの目的の第１に「知り合いを広めることによ

って奉仕の機会とすること」や四つのテストの中の１つ

には「好意と友情を深めるか」と謳われております。こ

のことからも親睦の大切さはクラブの大きな要となりま

す。実際に親睦を深めることにより、会員同士の意見

交換の場が増え、情報を互いに得ることができ、知識

を深められます。このことは、今まで以上にロータリー

を楽しむことにつながり、結果クラブの活性化に大きく

貢献することになるでしょう。そして例会こそがこの親

睦を深める基本となる場なのではないでしょうか。 

会員皆さん、お忙しい立場ではありますが是非例

会という時間をもっと活用していただきたいと思います。 

ただ親睦は非常に大切ですが、それだけで終わら

せてはいけないということです。そこから更に奉仕へと

繋げていくことがまた重要なのではないでしょうか。 

１９０６年１月に制定された、シカゴ・クラブの最初の定

款には、「親睦の充実」と「職業上の利益の向上」と謳

われおり、やがては会員同士の親睦と共に積極的な

互恵取引に発展していきました。この年、ドナルド・カ

ーターにシカゴ・クラブへの入会を勧めた時、彼は職

業を持って社会で生活している以上、職業を通じて社

会に貢献することが自分が存在する証であり、自分だ

けの利益にこだわり、社会的になにもしない団体に将

来性も魅力もないと述べ、入会を断ったそうです。 

今年度の主軸となる「地域への奉仕」として、子供た

ちを含めた市民からの情報発信により地域の歴史、素

晴らしさを再認識して頂き、より一層の地域活性化に

結び付けたいと考えます。 

また、私が入会してからこれまで何年も携わってま

いりましたフィリピンダバオ盲学校の支援があります。

本年度会長を務めさせていただくことにあたり、是非こ

れまでの成果を含め経過確認を進めてまいりたいと考

えます。 

最後となりますが、私は銚子クラブをもっと元気に、そ

して会員皆さんと共にロータリー活動をもっと楽しんで

いただけるようなクラブ作りを目指したいと思います。 

そのためにも、各委員会の活動状況の共有、そして

委員会の垣根を超えた連携から全員参加型のプロジ

ェクトを行うことで、よりクラブの活性化を図りたいと考

えます。楽しい実のある一年が会員皆さんと一緒に送

れますようお願い申し上げまして会長就任挨拶といた

します。ありがとうございました。 

 

＝幹事就任挨拶＝    寺内 忠正幹事 
皆さんこんにちは。１

９－２０年度宮内会長

の下、幹事を仰せつか

りました寺内です。どう

ぞよろしくお願いいたし

ます。 

まず、この銚子ロー

タリークラブの会員の

皆様に感謝したいと思

います。平成２９年 4月

に入会し、ここに立った

時、まさか自分が幹事として今、ご挨拶をさせていた

だけてる姿なんて全く想像していませんでした。入会

してから１年目はロータリークラブが良くわからない！

わからないので出来るだけ例会・行事に参加させてい

ただこうと思い、色々参加させていただきました。徐々

に会社にいるだけは全く分からない、例えばフィリピン、

ダバオでの奉仕活動と現実、例会時の会話では会員

の専門的な話など色々と勉強させていただいておりま

す。特に仕事の一環で始めたゴルフでは、いっぱい
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師匠が出来て、心強いかぎりです。 

昨年度は親睦委委員長を仰せつかり、親睦・寛容とい

うものを考えさせられました。会員 1 人 1 人全員が親

睦・楽しめる様にはどのようにすればよいか、どこまで

できるのか色々考えました。 

そして結果的に昨年度のような形になりましたが、例

会時ロータリーソングを親睦委員以外にもやってもらう

時も、はじめは正直ためらったのですが、普通ですと、

それは親睦でやれよ～となるところと思いますが、快く

指揮棒を振ってくださり、観月会では小さい頃の写真

をお借りし、お忙しいのにわざわざ探し出して来てくれ

た会員もいらっしゃいました。 

これも銚子ロータリークラブの親睦であり、寛容の心で

はなんでないかと、ロータリークラブの諸先輩方すご

いなと、うれしく思いました。 

さらに本年度、今だにロータリーがわかってないと思

われます私を幹事にし、勉強させて頂く機会を与えて

くださる事に、これも銚子ロータリークラブ諸先輩方の

懐の大きさの賜物とおもいます。 

本年度 

マーク・ダニエル・マローニーRI会長テーマ 

：ロータリーは世界をつなぐ 

諸岡靖彦ガバナー地区スローガン 

：ロータリーから千葉を元気に 

宮内秀章銚子ロータリークラブ会長 

：会員相互の親睦と地域への奉仕 

とされております。 

私のキャパでは、世界と言ってもピンとこず、千葉を元

気にはちょっと大きいかな？報道にもあります通り、銚

子市自体元気ないしなぁと思っていたのですが、宮内

会長の、“会員相互の親睦と地域への奉仕”が RI 会

長のテーマ、諸岡ガバナーのスローガンと、私の中で

妙にはまりましたので、銚子ロータリークラブから元気

といいますか、銚子ロータリークラブから銚子市、銚子

市から千葉県、千葉県から日本、日本から世界とつな

がっていけたら良いな、そのような活動出来たら素晴

らしいなと思っております。なにか話が大きくなってし

まいましたが、 

“世界をつなぐ”の世界も人によっても色々世界がある

と思いますので、まず私自身の世界を見つめ直すこと

から始めたいと思います。 

そして、本日いらっしゃっております、石井哲也ガバナ

ー補佐、藤崎一成補佐幹事、銚子東ロータリークラブ

宮内勝利会長、杉浦武幹事にも御指導・御協力いた

だきながら務めさていただければと思います。 

そしてわが銚子ロータリークラブ宮内会長には、心もと

ない幹事で大変申し訳ありませんが、会長そして会員

の皆様、事務局からの御指導・御協力・そして寛容の

心を頂きながら務めさせていただきたいと思います。 

なにか、お願いになってしまいましたが、幹事就任挨

拶とさせていただきます。 

ありがとうございました。 

新年度第一例会 

乾杯のご発声は 

桜井広和パスト会長 

 

 

 

 

委員会報告 

金島弘クラブ研修・情報委員長 

ロータリーの友

7月号紹介 

 

 

 

 

【出席報告】  

会員総数３９名  

出席計算３７名  

出  席３２名  

欠  席 ５名 

出席率  ８６．４９％ 

欠席者： 大岩君・佐藤君・副島君 

鈴木君・富永君 

 

【Ｍ Ｕ】  

7/2銚子東ＲＣ 宮内(秀)君・大岩君・寺内君 

7/6社会を明るくする運動（参加 8名） 

神津君・松本君・宮内(秀)君・島田君・杉山君 

田中君・寺内君・常世田君 

 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥49,000 計 ￥49,000 

スモールコイン ￥ 2,600 計 ￥ 2,600 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥― 

希望の風 ￥27,000 計 ￥27,000 

次週（７月１７日）プログラム 

「ガバナー補佐訪問」 

 第 8グループガバナー補佐 石井 哲也様 

13：00～クラブ協議会開催 

 

お弁当：膳（幕の内） 

 

 

 

 

 


