
  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

第３０５０号（２０１９年７月２４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 

「スリランカの生活と日本の生活の違い」 

 米山奨学生  

ウィーラッペルマ、ヴィクム デルシャン様 

前回例会報告（７月１７日） 

点鐘：宮内 秀章会長 

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 

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 

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、補佐幹事 

藤崎一成様にお越し頂いております。石井ガバ

ナー補佐、藤崎補佐幹事、例会後のクラブ協議会

の方よろしくお願い致します。 

先週７月１３日（土）、財団奨学生オリエンテー

ションが千葉の東天紅で行われました。 

当クラブより大里会員、島田会員、高瀬会員そし

て奨学生の工藤幸介さんが参加して参りました。

詳しくは大里会員より後ほどご報告させていた

だきます。 

 さて、先週は五大奉仕委員会委員長から今年

度の素晴らしい方針等をお話しいただきありが

とうございました。そこで、本日はこの五大奉仕

について少しお話しいたします。 

１９０５年、ポールハリスをはじめ４人から始

まったシカゴ・ロータリークラブ。 

翌年には相互扶助と親睦の概念が綱領に導入さ

れました。以降、組織の拡大や時代背景またメン

バーからの直言により各部門の概念が生まれ、

１９２７年のオスランド大会の際「クラブ奉仕」

「職業奉仕」「社会奉仕」の３部門、そして翌年

に「国際奉仕」が加わり四大奉仕になりました。

最初から「四大奉仕部門」として確立していたの

ではなく、３部門から４部門になったこと、そし

てもともとクラブの管理運営上の分類、枠組み

であり、ロータリーの発展や時代に合わせて変
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化していったのかと思います。それから２００

７年の規定審議会で、標準ロータリー定款に「四

大奉仕部門」が掲載されることになったそうで

す。また従来の規定審議会において、「四大奉仕

部門」に「青少年奉仕」を加えて「五大奉仕部門」

にしようと立法案が毎回のように出されました

が、その都度否決され３年後の２０１０年に晴

れて「新世代奉仕」が加わり現在の五大奉仕に至

るわけです。後にこの「新世代奉仕」は「青少年

奉仕」と改称されました。 

この長い歴史の中で、先人達が激動する時代を

歩み、様々な葛藤の中で生まれてきたこの５つ

の奉仕部門に改めて感動を覚えました。 

この五大奉仕については、クラブ計画書の定款

第６条に各奉仕部門で行うべき行動、活動が示

されております。 

実は、私は入会してから定款をはじめロータ

リーに関連する書籍があることを知りながら今

まで不勉強で、最近になって色々と読みはじめ

た次第です。為になることも沢山書かれており

ますので、まだお読みになっていない方は是非

一度ご覧になってはいかがでしょうか。以上で

私の挨拶といたします。ありがとうございまし

た。 

幹事報告 

【週報拝受】鹿島臨海ＲＣ、佐原香取ＲＣ 

【活動計画書拝受】流山ＲＣ 

1. クラブ支援奨学金制度【4月採用】のご案内 

2. クラブ一覧表・組織図の更新について 

3. 「コーディネーターニ

ュース」2019 年 8 月号

のご案内 

4. セクハラ防止ポスター 

5. 会員増強セミナーのご

案内 

…ガバナー事務所 

6. ハイライトよねやま２３２ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

7. 講座のご案内 

…銚子市国際交流協会 

会員の記念日   

誕生日おめでとうございます。 

泉  英伸会員      大里 忠弘会員 

(7月 12日）         (7月 13日) 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧大ニコニコ 髙瀬幸雄会員 

グローバル奨学生工藤幸介君のオリエンテーシ

ョンが 7/13無事終了しました。後は、TRFから

の入金待ちの状況です。近々に入金されると思

います。関係者の御協力に感謝申し上げます。

又、7/11 プライベートコンペで優勝したことも

含め大ニコニコとしました。 

 

 

✧宮内清次会員 

石井ガバナー補佐様・藤﨑一成補佐幹事様 

ご就任おめでとうございます。早々のクラブ訪

問ご苦労様です。一年間よろしくお願いします。 

 

 

✧阿天坊俊明会員 

7月 10日より夏の甲子園千葉大会が始まり銚子

商野球部は 2回戦佐倉東と対戦、勝利し、3回戦

へと進みました。甲子園出場をめざし頑張らせ

ますので応援よろしくお願いします。 

 

 

✧金島 弘会員 

本日、第 1 回オリエンテーション宜しくお願い

致します。会社の下にホタルが出て来ましたの

で案内します。 
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クラブ協議会 13時～ 

 

 

 

 

 

 

石井哲也ガバナー補佐 

 

 

 

 

 

宮内会長挨拶 

 

クラブの課題・対策等について発表 

 

2018-19 年度 １００％出席表彰 

年間平均出席率 ８４．７８％ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『年間１００％出席』 

石毛充会員・金島会員・上総会員・神津会員 

松本会員・宮内(秀)会員・宮内(龍)会員・永澤会員 

宮内(清)会員・大岩会員・大里会員・佐藤会員 

櫻井(公)会員・島田会員・須永会員・副島会員 

高橋会員・髙瀬会員・田中会員・寺内会員 

常世田会員           （以上 21 名） 

※欠席した例会の前後２週間以内というメークア

ップの期間が、同年度内に変更されました。 

（クラブ定款第 10 条第 1 節（C）） 

この変更により、年度の初めにメークアップして

溜めておくことが出来るようになりました。 

                       

第１回新入会員オリエンテーション 

13：40～第 5会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

入会 3年未満（参加１０名） 

副島会員・神津会員・石毛会員・寺内幹事・泉会員 

淵岡会員・須永会員・常世田会員・山崎会員 

米岡会員 

宮内会長・高橋 SAA 

田中次年度会長・大里職業奉仕委員長 

島田 R財団委員長・髙瀬米山奨学委員長 

金島クラブ研修・情報委員長 

会長、幹事入会 3年未満の会員に出席頂きありがと

うございました。会長挨拶の後過去 5 カ年の奉仕活動

部門のニコニコ、S コイン、米山コイン、希望の風、予算

と決算について説明させて頂きました。島田 R 財団委

員長より寄付のシステムについて資料を説明されまし

た。高瀬米山記念奨学委員長より米山と寄付について

説明して頂きました。オブザーバーで高橋宏資 SAA、

田中英子副会長、大里職業奉仕委員長に最後にご挨

拶を頂き、30 分間の短い時間のオリエンテーションに

多くの会員に出席頂きありがとうございました。次回は

懇親会を含めて行いと思いますので宜しくお願い致しま

す。         クラブ研修・情報委員長  金島弘

『
累
積
２
０
年
表
彰
』 

上
総 

泰
茂
会
員 
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８月 9月例会プログラム 

８月 会員増強・新クラブ結成推進月間  

７日 「米山学友会（モンゴル世界大会）」 

宮内 龍雄国際奉仕委員長他 

1４日 定款第 7 条第 1 節(ⅾ）により休会

（お盆） 

２１日 「月間に因んで」 

地区会員増強・維持拡大委員長 諸岡正德様 

２８日 「未定」 銚子電力㈱ 村上英樹様 

 

９月 基本的教育と識字率向上月間 

ロータリーの友月間  

４日 「ロータリーの友月間に因んで」 

   金島弘クラブ研修・情報委員長 

１１日「未 定」 

Natural Memories 小菅一彰様 

１８日「未 定」 

RID2820第8分区ガバナー補佐 篠塚茂男様 

（波崎RC） 

２５日 夜間移動例会 観月会 

    点鐘 18 時 太陽の里 

 

【出席報告】  

会員総数３９名 出席計算３４名  

出  席２７名  欠  席 ７名  

出席率７９．４１％ 

欠席者：松本君・宮内(龍)君・村田君 

永澤君・鈴木君・高橋宏明君 

富永君 

 

【Ｍ Ｕ】  

7/18夏の全国交通安全運動街頭キャンペーン 

石毛(英)君・金島君・神津君 

 

 

 

 

 

 

 

 

イオン交差点 

 

 

7/19薄暮時街頭監視(7名) 

石毛(英)君・石毛(充)君・神津君・永澤君 

須永君・田中君・寺内君 

 

 

 

 

 

 

 

銚子大橋交差点 

 

7/20財団奨学生カウンセラー研修会 髙瀬君 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥22,000 計 ￥86,000 

スモールコイン ￥ 2,900 計 ￥ 5,500 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 2,400 

希望の風 ￥ ― 計 ￥27,000 

次週（７月３１日）プログラム 

ガバナー公式訪問合同例会 点鐘 12時 30分 

ガバナー 諸 岡 靖 彦 様（成田ＲＣ） 

お弁当：大新（幕の内） 

13：40～15：10 クラブ協議会 例会場 

全会員の出席をお願いします。 

📖今年度のクラブ活動計画書 

をご用意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁当：辰巳家（にぎり） 


