
  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

第３０５６号（２０１９年９月１１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 

「好きな街で好きな仕事をする」-smile- 

Natural Memories 小菅 一彰様 

 

前回例会報告（９月４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 

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 
早くも９月に入り、朝晩涼しく徐々に秋めい

てきました。皆さん、どうぞ健康維持にご留意く

ださい。それでは先週からの活動報告を致しま

す。 

８月３１日地区会員増強、維持拡大セミナー

へ淵岡会員増強副委員長、同じく３１日米山記

念奨学委員長セミナーへ高瀬米山記念奨学委員

長、９月１日ロータリー財団セミナーへ島田 R

財団委員長、寺内幹事にご出席いただきました。

お忙しい中、ありがとうございます。 

さて、今月は「基本的教育と識字率向上月間」

となっております。この識字率向上は１９８６

年以来、国際ロータリーの強調事項であります

が、１９９７年７月の理事会で毎年７月を識字

率向上月間と定め、更に２００６～０７年度よ

り３月、２０１５～１６年度から９月となりま

した。また、今月の８日は「国際識字デー」でも

あります。これは、識字の重要性を世界に訴えか

ける日として、１９６５年にユネスコが制定し

た国際デーだそうです。 

ところで、もし我々が字を書くこと読むこと

計算することも出来なかったとして、普段通り

の生活を送ることができるでしょうか。 

文字の読み書きや計算ができない人を「非識

字者」と呼ぶそうですが、２０１５年時点、世界

で１５歳以上の非識字者はおよそ７億８１００

万人もいるそうです。識字率が低い背景には、ま

ず貧困や差別、紛争などの理由により、学校に通

うべき年齢なのに教育を受けられないといった

理由があります。文字の読み書きができないこ

とで得られる情報が不足し、文字での意思表示

もできず、国や地域の発展、のちには人の生死に

も影響を及ぼします。その中で、日本は世界一の

識字率を誇っております。 

既に、幕末期に武士はほぼ１００％読み書き

ができ、江戸時代においても日本は、庶民の就学

率、識字率共に世界一だったそうであります。こ

うして識字率が１００％近くまで到達した為、

１９６０年以降、公的な調査はされていないそ

うです。そして、この到達率とは通常「就学率」

が当てはめられており、学校に通ったから読み

本日のソングリーダーは初挑戦のヴィクム君 
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書きはできるという前提での数字だそうです。 

今や識字率は世界全体では向上しており、教

育での男女の格差も縮まっておりますが、未だ

課題は山積みだと考えます。是非、この特別月間

に世界の各クラブが出来る奉仕の積み重ねによ

り、少しでも明るい世界に向かうよう期待して

います。 

第３回定例理事会報告 

１）９月１０月１１月例会プログラムの件…承認 

２）企業訪問・移動例会の件         …承認 

10/23（水）ヤマサ醤油㈱訪問する 

３）両クラブ合同スポーツ大会決算案の件…承認 

４）観月会予算案の件         …承認 

５）グローバル補助金奨学生壮行会決算報告の件 

…承認 

６）多部田新入候補者の件       …承認 

 

幹事報告 
【週報拝受】銚子東ＲＣ、館山ＲＣ 
1. 会員維持のための体験集 

2. 2018-19年度ガバナー月信１３号・合本 

…2018-19年度ガバナー事務所 

3. 奉仕プロジェクト推進セミナーご案内再送 

4. 財団室 NEWS 2019年 9月号 

5. ロータリー文庫：2018-19年度決算の件 

6. ﾛｰﾀﾘｰ青少年交換派遣生選抜試験のお知らせ 

7. 基本的教育と識字率向上月間ﾘｿｰｽのご案内 

8. バギオだより第 74号 

9. 2019年 9月ロータリーレート１ドル＝106円 

10. 会員増強セミナー資料 

11. 風の便り vol.5NO.2（通刊 60号） 

…ガバナー事務所 

12. 公共イメージ向上のための広報誌「Rotary 

友と歩む地域と歩む」 

…一般社団法人ロータリーの友事務所 

13. 御礼 

…グローバル補助金奨学生工藤幸介さん 

14. 第６７回銚子市小中学校児童生徒・教職員科

学作品展の開催について 

…銚子市小中学校文化振興協会 

15. 秋の全国交通安全運動の実施について 

…銚子市交通安全都市推進協議会 

16. 第４５回関東近県中学生選抜野球大会の御礼 

…銚子市体育協会 

【例会変更】 

八日市場ＲＣ 

9月 16日（月）18時 柿岡屋 成田空港南 RC との

合同夜間例会のため、17 日(火)振替休会 

成田空港南ＲＣ 

9月 12日(木)休会 

16日(月)八日市場ＲＣとの親睦合同例会  

点鐘１８時 柿岡屋 

19日(木)振替休会 

25日(水)夜間移動例会 観月会 点鐘 18時 

ホテルサンモール 

26日(木)振替休会 

旭ＲＣ 

9月 6日(金)移動例会 甲子園野球大会前夜祭 

9/7甲子園野球大会    

27日(金)観月家族会 点鐘 18時 30分 

 

会員の記念日   

創業記念日   

宮内 清次会員(9月 1日） 

田中 英子会員(9月 7日） 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧宮内清次会員 

曾孫の悠仁（ゆうと）君が６ヶ月の誕生日をむか

えました。これからも好々爺を続けて参ります。 

 

✧松本恭一会員 

5年半の恋を乗り越えて、ひとり息子が結婚入籍

しました。これで親の役目 無事終了しました。 

 

 

✧金島 弘会員 

本日卓話をさせて頂きます。明日から昨年に続

き、甲子園球場へ旭ロータリークラブの応援に

行って来ます。 

 

✧寺内忠正幹事 

先日、R財団セミナーに参加してきました。千葉

モノレールから会場まで歩いて行く途中、むし

暑すぎて、汗ダラダラで死にそうになった所、横

断歩道で島田会員の車にレスキューされました。

島田会員本当に生き返りました。ありがとうご

ざいました。 
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卓 話 

「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 
９月は「基本的教

育と識字率向上月

間」、「ロータリーの

友月間」も兼ねてい

ます。 

ロータリーの友の

変遷について 

創刊まで 

１９５２(昭和 27)

年４月２５日、大阪市で開かれた地区大会では、

次年度（１９５２-５３年度）から日本が２つの

地区に分割されることが決定していました。そ

れまで一つの地区としてまとまっていた日本の

ロータリアンが２地区に分かれるわけですから、

寂しさと期待の入り交じった雰囲気が当時の人

たちにはあったようです。そのようなロータリ

アンの気持ちから、２地区になってからも連絡

を緊密にするため、共通の機関誌の創刊が企画

されました。 

 第１回の準備会は大阪で開かれました。大阪

ロータリークラブの星野行則氏がガバナーであ

ったこともあり、同クラブの露口四郎氏が幹事

役となって開催されました。東京、横浜、京都、

大阪、神戸の各クラブ代表者が出席しました。共

通の雑誌ということでしたが、東と西では雑誌

に対するイメージがかなりくい違っていました。

西の星野氏は謄写版刷りの簡単なものでよいか

ら早くという意見でしたし、東では謄写版では

手軽すぎて恒久性がない、はじめからある程度

きちんとしたものを望むという考えでした。最

初の会合では具体案の作成までには至りません

でした。 

 第 2 回の準備会が岐阜ロータリークラブの遠

藤健三氏の世話で、１９５２年７月、岐阜・長良

川畔の大竹旅館で開かれました。この時は、第 1

回の準備会よりも具体的になり、議論も沸騰し

たようです。ここで下記の内容が決定しました。 

1. 編集委員は合議制とする。 

2. 東京で発行する。 

3. 定回５０円とするが、広告を取って１００円

の内容のある雑誌とする。 

4. 名称は『ロータリーの友』とする。 

5. 横書きとする。（横書き、縦書きで意見が分

かれ、各クラブの意向をうかがうため一般投

票を行ったところ、２対１の割合で横書きが

採用されることになった）。 

6. 創刊は１９５３年１月号とする。 

 

 

 
 

 

 

 

 

ここで、７月２８・２９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

の模様を映像にしましたのでご視聴下さい。詳

細は８月２１日発行の会報３０５３号でも紹介

されております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

神津裕之社会奉仕委員長 

「市民バザール大会協賛品のお願い」 

10/６(日)市民バザールの協賛

品（生鮮食品を除く）を、9月 1１

日・１８日（水）の例会にご持参

いただきたく、よろしくお願いいた

します。 

 

 

令和元年秋の全国交通安全運動にご参加ください。 

出発式９月１９日(木)午後 3時 50分集合 

市役所市民プラザ 

薄暮時街頭監視 

９月３０日(月)午後 4時～銚子大橋交差点 

※ＭＵ対象となります。 

 

永澤信地域・環境保全委員長 

駅前花壇 花植えのお知らせ 
日時：９月１７日（火）午前９時～  

場 所：銚子駅前ロータリー 

※ＭＵ対象です。 

是非ご参加下さい。 
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淵岡彰介会員増強副委員長 

8/31増強セミナー参加報告 

当日の資料は事務局（データ）に

ございますので是非ご覧下さい。 

 

 

 

 

 

米山奨学生ヴィクムくん 

誕生日おめでとうございます。（９月１５日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出席報告】  

会員総数３９名 出席計算３５名  

出  席２５名  欠  席１０名  

出席率７１．４３％ 

欠席者 石毛充君・木曽君・村田君・大里君 

佐藤君・信太君・山崎君・鈴木君 

富永君・高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】  

9/7米山 BBQ 宮内(秀)君・髙瀬君・寺内君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/7旭ＲＣ移動例会 甲子園野球大会 金島君 
 

 

 

 

 

 

3年連続出場 13対 3 で 

初勝利です！ 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年文化会館前の蘇鉄 

 

 

 

 

 

 

 

     

奉仕の樹 

 

 

 

 

 

 

 

                       親睦の樹 

 

 

 

 

 

伊藤浩一会員が剪定・掃除をしてくれました。 

（2019/9/9 撮影） 

ニコニコ BOX ￥22,000 計 ￥168,000 

スモールコイン ￥ ―  計 ￥  9,810 

米山 BOX ￥ 2,200 計 ￥ 10,300 

希望の風 ￥22,000 計 ￥ 70,000 

次週（９月１８日）のプログラム 

「もしも、私がロータリークラブに入会して

いなかったら」 

ＲＩＤ２８２０ 第８分区 

ガバナー補佐 篠塚 茂男様（波崎ＲＣ） 

お弁当：黄鶴（中華） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁当：辰巳家（にぎり） 


