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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  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 

「会員増強セミナーに向いて」 

地区会員増強・維持拡大委員会 

委員長 諸岡 正德様 

 

前回例会報告（８月７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 

ビジター紹介 

地区青少年奉仕委員会 冨 一美様 

(成田空港南ＲＣ) 

米山奨学生  

ウィーラッペルマ、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地区青少年

奉仕委員 冨一美様、米山奨学生ウィーラッペル

マ、ヴィクム デルシャンさんにようこそお越し

頂きました。 

また、冨さんには米山世界大会の際、我々銚子

クラブのメンバーが大変お世話になり、ありが

とうございました。改めて御礼申し上げます。後

程、お話しの方頂戴いたします。 

それでは先週からの活動を報告致します。８

月１日（木）１５：００より千葉科学大学ロータ

ーアクトの今年度１回目の例会が行われました。

当クラブより須永ローターアクトクラブ委員長

をはじめ、島田 R 財団委員長、寺内幹事にご出

席いただきました。 

ところで先週の３日は、銚子市の夏の風物詩

である花火大会が開催されましたが、この「花

火」はどうして夏に行われるのが多いのでしょ

うか。 

夏の夜空を彩る花火ですが、実は送り盆の時期

に魂の慰霊の為に打ち上げられたものと言われ

ています。もともとは、送り火としてのご先祖様

をお送りする為の花火でしたが、いつしか鑑賞

メインの夏のイベントに育って来たようです。

日本の伝統行事として捉え、一発の花火にも祈

りが込められていると思うと、また違った趣で

花火を観ることが出来るのではないでしょうか。 

さて、本日の卓話は米山学友会第２回世界大

会に参加してというテーマです。 

この米山学友会とは、奨学期間を終えた元米山

奨学生と現役奨学生によって組織されている会

であります。米山記念奨学会のはじまりは、１９

５２年に日本で最初にロータリークラブを設立

した米山梅吉氏の功績を記念して、東京ロータ

リークラブが設立し、米山基金と呼ばれていま

した。また、第１号の寄付者は日本人ではなくア
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メリカ人だったそうです。後に、世話クラブ制

度、カウンセラー制度が設置され１９８３年、台

湾に元米山奨学生が組織する「米山学友会」が正

式に発足されました。現在では日本に３３団体、

海外には韓国、台湾、中国、タイ、ネパール、モ

ンゴル、スリランカ、マレーシア、ミャンマーと

９ヵ国にわたり、ロータリークラブと連携しな

がら地域貢献活動を行っております。いずれに

せよ５０年以上も続いているこの米山奨学金の

礎を築いたメンバーの方々に心から敬意を表し

まして私の挨拶といたします。 ありがとうご

ざいました。 

第 2回定例理事会報告 

１）８月９月１０月例会プログラムの件…承認 

２）両クラブ合同ｽﾎﾟｰﾂ大会予算案の件 …承認 

３）ガバナー公式合同訪問決算の件   …承認 

４）グローバル補助金奨学生壮行会・Ｒ財団委員

会補正予算の件 …承認 

8/28例会終了後、工藤さんの壮行会開催 

幹事報告 
【週報拝受】銚子東ＲＣ 

1. ロータリークラブ定款の修正について 

2. 事務所夏季休暇のお知らせ 

3. 会員増強・新クラブ結成推進月間リソースの

ご案内 

4. 2019年 8月のロータリーレート  

１ドル＝108円 

5. 地区補助金に関するお知らせ 

6. 第 15回日韓親善会議 2019田中元 RI会長から

のメッセージ・実行委員会からの書簡・登録締

切延長のご案内 

7. 地区米山記念奨学会学友会ロータリーデー

BBQ大会 2019のご案内 

…ガバナー事務所 

8. 確定申告用領収証についてのお願い 

…公益財団法人ロータリー日本財団 

9. 2019ＣＯＭ杯英語・日本語スピーチ大会後援

のお願い及び委員会開催のご案内 

…2019ＣＯＭ実行委員会 

10. 千葉科学大学ガーデンパーティーのご案内 

…千葉科学大学 

11. 交通安全功労者表彰における被表彰候補者推

薦について 

…銚子市交通安全都市推進協議会 

【例会変更】 

佐原香取ＲＣ 

8月 12日(月)定款第 8条第 1節(Ｃ)により休会  

山の日の振替休日 

成田空港南ＲＣ 

8月 8日(木)15日(木)休会 

  20日(火)移動例会 納涼会 野球観戦 

  22日(木)振替休会 

  29日(木)移動例会 

会員の記念日   

誕生日おめでとうございます。 

 

 

 

寺内 忠正幹事

(7月 30日) 

 

 

 

永澤  信会員(7月 27日） 

島田洋二郎会員(7月 30日) 

小田島國博会員(8月 3日) 

 

創業記念日    

佐藤  直子会員(8月 1日） 

永澤   信会員(8月 1日） 

伊藤  浩一会員(8月 3日） 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧地区青少年奉仕委員会 冨一美様 

モンゴルにご一緒さ

せて頂きました。 

 

 

 

 

✧石井哲也ガバナー補佐 

ガバナー公式訪問無事終了、お世話になりまし

た。ありがとうございます。 

 

✧宮内会長・寺内幹事・高橋会員・金島会員 

大里会員・宮内(龍)会員・髙瀬会員 

いってまいりました！ 

米山第 2 回世界大会

―絆 inモンゴル― 

非常に有意義な旅行

でした。 

 

 

✧宮内龍雄会員 

本日の卓話絆ｉｎモンゴルのご報告を致します。

よろしくお願い致します。 
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卓 話 

「－絆 in モンゴル- 

米山学友会 第 2 回世界大会に参加して」 

宮内 龍雄国際奉仕委員長 

行ってまいりました。7月 27日、28日モンゴ

ル、ウランバートルにて開催されました、第 2回

米山世界大会「絆 inモンゴル」に参加して参り

ました。銚子ロータリークラブより、宮内秀章会

長、金島パスト会長、高橋パストガバナー補佐、

寺内幹事、髙瀬米山記念奨学委員会委員長、大里

職業奉仕委員長、私、国際奉仕委員長として、総

勢７名で参加いたしました。他に我が 2790地区

より、漆原摂子ガバナーエレクト、冨地区青少年

奉仕委員ご夫妻、他８名の全員で１８名でした。 

 私は、以前から一度モンゴル高原を訪れてみ

たいと思っていました。私の愛読書、作家の司馬

遼太郎は旧大阪外国語学科の蒙古学科を卒業し、

新聞記者を経て、作家になり、初期作品の中で、

蒙古の匈奴やゴビ砂漠についての作品を数多く

残しています。又、33歳で夭折した、天才作家

中島敦の作品で短編小説「李陵」のなかで、紀元

前 100 年頃の蒙古の中国の文化の違いを格調高

く書き上げています。蒙古高原は私にとって、お

憧れの地でありました。そんなわけで、この「絆

in モンゴル」米山学友会世界大会の話を頂いた

とき、たまたま本年度、国際奉仕委員長でもある

ことから、いの一番に参加を申し込みました。 

 前置きが長くなりました。学友会「絆 inモン

ゴル」のご報告をいたします。私たち、7 名は

7/25（木）夜 8時に成田をチャーター便で出発、

約 6時間のフラ

イトで深夜 1時

頃（現地時間）

到着、現在首都

ウランバート

ルには 25 の RC

があると聞い

ていましたが、

沢山のロータリアンや奨学生たちの歓迎、出迎

えを受けました。その日は、ホテルでバタンキュ

ーでした。朝 5 時まで飲んでいた人もいたそう

ですが。翌日は夕方に千葉ナイト（前夜祭）が有

るだけなので、日中は冨さんの案内で、バスで 2

時間ほど草原を全速力で走り、初めて見る大草

原はとても感動的でした。どこかの親父が「スゲ

ー 全部ゴルフ場だァ」と能天気なことをいっ

ていました。そして何とかという公園で、亀石を

みたり、馬やラクダに乗ったりしてたっぷり、大

草原をたのしみました。 

翌日、大会一日目は午前中市内観光、午後 3時

より我々の宿泊先でもある、コーポレートホテ

ルのコンベンションホールにて、式典がはじま

りました。第一部はモンゴル学友会 O．バトゲ

レル会長の

点鐘、両国

国歌斉唱の

あと、ロー

タリー米山

記念奨学会

斎藤直美理

事長の挨拶

がありました。その中で斎藤理事長は米山の目

的は、「多くの国の優秀な人材を育て、その人々

の交流により世界平和を築いていくことだ」と

述べられました。こんな私でも、少しは世界平和

に役立っていると思い嬉しくなりました。この

式典に参加者は 700 名以上で、日本全国よりロ

ー タ リ ア ン

380名、台湾、

韓国、タイ、マ

レーシアなど

各国より約60

名の奨学生や

ロータリアン

が 集 い ま し

た。 

 第二部は、

各国学友会（世界中で 42ヶ所の学友会があるそ

うです。）の代表のスピーチがありました。その

中で、台湾学友会のカク・キン・ドウ会長のスピ

ーチは素晴らしいものでした。が内容は忘れま

した。その後、懇親

会場に移動し、飲め

や歌への大宴会が始

まりました。踊りあ

り、オークションあ

りで、大盛り上がり

でした。この様子は



−4− 

参加した者しかわからないと思います。詳しく

は最後まで参加した（夜 11時まで）髙瀬米山記

念奨学委員長にお聞きください。 

 大会二日目はミニナーダム祭に参加。ナーダ

ムとはモンゴルのお祭りのことで、モンゴル相

撲、民族舞踏、騎馬隊による競馬や伝統の弓矢大

会のことです。 

 

 

 

 

 

 

特別、学友会が企画したもので、すべての行事が

無料で参加出来ました。当日現場は、異常に寒

く、私は昨晩密かに仕入れた馬乳酒を温かいゲ

オの中で皆に振舞いました。ちなみに馬乳酒は

カルピスと甘酒、濁酒を混ぜてうんと不味くし

たようなお酒です。大里会員はしっかり馬乳酒

にやられました。皆さん是非モンゴルでしか飲

めないお酒「馬乳酒」を飲みにいってください。 

そんなこんなの楽しい 4日間でした。 

次回、米山学友会第三回世界大会は 2 年後、台

湾で開催されます。皆様をお誘いいたしますの

で、絶対損はさせません。とにかく参加しましょ

う。纏まりませんが、ご清聴有難うございます。 

 

米山功労者表彰 

猿田正城会員第 10回功労者・メジャードナー 

 

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 

８月号紹介 

 

 

 

副島賢治青少年奉仕副委員長 

 
 

 

 

 

 

 

第 45回関東近県中学生選抜野球大会 

会場：銚子市野球場 
開会式８/２４日(土)午前８時～ 

閉会式８/２５日(日)午後４時頃予定 メダル授与 

※メークアップの対象です。 

 

須永清彦ＲＡＣ委員長 

 
千葉科学大学 

ＲＡＣ例会参加報告 

 

 

 

【出席報告】  

会員総数３９名 出席計算３４名  

出  席２２名  欠  席１２名  

出席率６４．７１％ 

欠席者：石毛(英)君・木曽君・村田君 

永澤君・大岩君・佐藤君・信太君 

島田君・髙瀬君・鈴木君・富永君 

高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】  

8/7ＲＡＣ例会 島田君・寺内君 

【ニコニコ】 

  

 

 

ニコニコ BOX ￥18,000 計 ￥118,000 

スモールコイン ￥ 2,000 計 ￥  7,500 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥  5,200 

希望の風 ￥21,000 計 ￥ 48,000 

次週（８月２８日）のプログラム 

「現在の電力市場と自治体新電力について」 

銚子電力㈱ 村上 英樹様 

 
お弁当：京華苑（中華） 

                      

例会終了後 13：40～ 

グローバル補助金奨学生工藤幸介さん壮行会 

 
 

 

 

 

 


