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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 

「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 

 

前回例会報告（８月２１日） 
点鐘：宮内 秀章会長 

ロータリーソング：我等の生業 

ビジター紹介 

地区会員増強・維持拡大委員会 

委員長  諸岡 正德様(成田ＲＣ) 

委 員  矢野 理恵様(成田ＲＣ) 

銚子東ＲＣ藤﨑 一成様 

会長挨拶 

本日は、国際ロータリー第２７９０地区会員

増強・維持拡大委員会委員長 諸岡正徳様、同じ

く矢野理恵様、銚子東ロータリークラブより藤

﨑一成様、ようこそお越し頂きました。諸岡様に

は後ほど卓話の方よろしくお願い致します。 

梅雨明け以降、連日のように猛暑が続いてお

りますが、皆さん十分お身体気を付けていただ

き、この猛暑を乗り越えて頂きたいと思います。 

ところで、既にご存じと思いますが、先日４２

年ぶりゴルフ全英女子オープン制覇という歴史

的快挙を遂げました渋野日向子さんについてお

話しいたします。名前の由来は「太陽に向かって

花を咲かせるひまわりのように明るく育ってほ

しい」という願いから日向子と名付けられたそ

うです。ところが彼女は、小学生低学年の時は嫌

なことがあるとすぐに泣いてしまっていたそう

です。しかし、ソフトボールでピッチャーを任さ

れ「自分がストライクをとらないと試合が終わ

らない、自分が踏ん張って投げ切れば０点に抑

えられる」という場面を幾度も経験し、メンタル

が少しずつ強くなっていったそうです。またゴ

ルフのプロテストは２回目で合格、この時母親

から「笑った顔が一番かわいいよ」と言われ、現

在のポジティブスマイルが生まれたそうです。 

彼女は「笑顔は世界共通」と言っておりました。

周りの人に良い影響を与え、自分にも良い影響

を与えてくれる、そんな笑顔の大切さを改めて

教えていただきました。 

 さて、今月は会員増強・新クラブ結成推進月間

です。今年度、当クラブは有言実行の佐藤直子会

員増強委員長、淵岡副委員長をはじめ委員会で

は、純増５名という大きな目標を掲げて頂きま

した。今年度もまだスタートして二か月弱では

ありますが、委員会メンバー皆さんから増強に

対するアイデアを含め色々な意見を出していた

だき着々と進んでおります。しかし、この会員増

強は委員会だけで目標を成し遂げることは非常

に難しいと考えます。 

是非、会員皆さんのご協力を賜りながら目標達

成できるよう一年間取り組んで参りたいと考え

ますので、宜しくお願い致します。 

幹事報告 
【活動計画書拝受】佐原ＲＣ 

1. 2018-19年度地区大会記念誌拝受 

…2018-19年度ガバナー事務所 
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2. 長期生ｳｴﾙｶﾑ･ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝのご案内 

3. 公式訪問会報送付の御礼 

4. 地区ＲＡＣ第 2回会長幹事会のご案内 

5. 地区寄付リポート配信 

6. 「コーディネーターニュース」2019年 9 月号

のご案内 

7. 風の便り vol.5通刊 59号 

8. 地区大会記念ゴルフ大会のご案内 

…ガバナー事務所 

9. 活動計画書送付の御礼状 

…ガバナーエレクト漆原摂子様 

10. 創立６０周年記録集ＤＶＤ拝受 

…鶴岡ＲＣ 

11. ハイライトよねやま２３３ 

12. 米山奨学生証明書発行 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

13. 第40回銚子市民バザール大会全体会議の開催

について 

…銚子市社会福祉協議会 

14. 電話 de詐欺の啓発にかもめタウンのご案内 

…銚子郵便局 

15. 外国人との日本語コミュニケーション講座の

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。 

富永 泰夏会員（8月 11日） 

 

 

小田島國博会員 

(8月 3日) 

傘寿おめでとうござ

います 

 

入会記念日 上総 泰茂会員(8月 21日） 

創業記念日 須永 清彦会員(8月 8日） 

桜井 広和会員(8月 12日） 

ニコニコＢＯＸ  

✧ 大ニコニコ小田島國博会員 

お誕生日のお祝いありがとうございました。 

✧ 髙瀬幸雄会員 

８月５日左そ径ヘルニアの手術を行いました。

３泊４日の工程でしたが、無事終えました。生ま

れて初めて手術室に入りましたが、テレビで見

る光景と同じと思っているうちに目が覚めた時

には病室に戻っていました。 

✧米岡 孝会員 

本日のボウリング大会が盛りあがることをいの

っております。よろしくお願いします。 

卓 話 

「2019－20 年度会員増強委員会に向けて」 

地区会員増強・維持拡大委員会 

委員長 諸岡 正德様（成田ＲＣ） 

 この度 2019－20年度会員増強・維持拡大委員

長を拝命しました、成田ロータリークラブ所属

の諸岡と申します。1年間どうぞ宜しくお願い致

します。 

さて、先般諸岡ガバナーから 2019－20年度に

向けた地区運営方針が示されました。地区ロー

タリーを元気にするための目標として、地区

3,000 会員、300 女性会員、30 会員未満のクラ

ブの基盤強化、3 クラブ新設を目指すよう求め

られています。 

 現在の会員状況としましては、 

2018年 7月 1日地区会員数 2,797人 

2018年 12月末日地区会員数 2,883人(+86） 

2018年 7月 1日女性会員数  189人 

2018年 12月末日女性会員数  202人(+13） 

となっております。（月信 4月号より） 

この現状から致しますと、この目標は、項目によ

っては継続努力目標として取組んでいかなけれ

ばならないかもしれません。しかし、2019－20

年度の単年度の目標として各クラブに対して、

年度内の会員数の純増 1 名以上、女性会員がク

ラブの 1 割以上在籍また若手職業人の増強を目

指してください。そして女性や若手職業人を育

成して新クラブ結成を目指すよう求められてい

ます。 

 年号も変わるこの新しいタイミングが、組織

作りを原点から考え直す絶好の機会と考えてお

ります。 

先ずは、変革の無い組織は衰退するという原理

に基づき、どうすれば女性会員並びに若手職業

人の入会が得られるのかを最優先に検討する必

要があるかと思います。現段階でも女性会員 0

のクラブが 83 クラブ中 20 クラブ存在します。

(2019 年 2 月末）その為には、2016 年規定審議



−3− 

会でクラブの例会回数や形式を柔軟に設定出来

るようになったことが、果たして皆様のクラブ

内で生かされているのか今一度ご検証頂き、会

員の時間的、経済的負担を軽減して、最優先課題

への取組に繋げて頂きたいと思います。 

 具体的な行動計画を立てて下さい。 

新しい組織作りに挑戦しなければ、新しい分野

の会員増強は達成出来ません。誰もが入会した

いと思う魅力あるクラブ組織を目指して参りま

しょう！フェローシップ・親睦活動委員会、広

報・公共イメージ向上委員会はもとより、青少年

所管の委員会とも連係し、各クラブの会員増強

を支援して参ります。 

 

 

マルチプルポールハリスフェロー表彰 

 

 

 

 

 

 

 
小田島 國博会員（マルチ３回目） 

 

【出席報告】  

会員総数３９名 出席計算３５名  

出  席２６名  欠  席 ９名  

出席率７４．２９％ 

欠席者：淵岡君・村田君・大里君・須永君 

信太君・常世田君・鈴木君・富永君 

高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】  

8/21両 RC合同スポーツ大会（参加１１名） 

石毛(英)君・金島君・宮内(秀)君・宮内(龍)君 

永澤君・大岩君・副島君・田中君・寺内君 

山崎君・米岡君 

 

8/24近県野球開会式（参加 14名） 

石毛(英)君・石毛充君・松本君・宮内(秀)君 

宮内(清)君・大岩君・大里君・須永君・副島君 

高橋君・田中君・寺内君・常世田君・山崎君 

 

8/25近県野球閉会式（9名） 

金島君・神津君・松本君・宮内(秀)君 

島田君・高橋君・田中君・寺内君・山崎君 

 

【ニコニコ】 

  

 

 

 

 

 
 
【速報】 

国際ロータリー会長指名委員会は、

2021-22年度 RI会長に 

シェカール・メータ氏 

（インド、カルカッタ-マハナガル・ロ

ータリークラブ）を選出しました。 

 

クラブ研修・情報委員会 

 

ニコニコ BOX ￥19,000 計 ￥137,000 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥  7,500 

米山 BOX ￥ 2,900 計 ￥  8,100 

希望の風 ￥― 計 ￥ 48,000 

次週（９月４日）のプログラム 

「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 

お弁当：桔梗屋（幕の内） 
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２１(水)１８時～銚子ボウル 

銚子 RC１２名・銚子東 RC １１名参加 

 

 
米山奨学生ヴィクム君 

ボーリング初挑戦！！ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
団体優勝：銚子東ＲＣ 

個人優勝：銚子東ＲＣ澤部会員 

8月 24日（土）25日（日） 

二日間にわたり熱戦が繰り広げられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開会式 宮内秀章会長挨拶 

 

 

閉会式・表彰 

 

 

 

☜深紅の優勝旗は 

修徳中へ 

 

 

 

メダルの授与☞ 

 

 

 

 

準優勝 

明大中野八王子中 

銚子 RC・銚子東 RC協賛事業 

第４５回関東近県中学生選抜野球大会 
：銚子市野球場 

 

 

 

 

 

銚子 RC・銚子東 RC合同スポーツ大会 
        

           
 

 

 

 

 


