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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 

「もしも、私がロータリークラブに 

入会していなかったら」 

国際ロータリー第２８２０地区 

第 8分区ガバナー補佐 篠塚 茂男様(波崎 RC) 

 

前回例会報告（９月１１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 

㈱K-OFFICE 代表取締役 小菅一彰様(卓話) 

会長挨拶 

先日は猛烈な

台風１５号が千

葉に上陸しまし

たが、みなさん被

害の方は大丈夫

だったでしょう

か。被害に見舞わ

れた方々には一

日も早く復旧さ

れますことお祈

りいたします。尚、引き続き台風のシーズンでも

ありますので十分ご注意のほどよろしくお願い

いたします。 

また、本日の卓話をいただきます小菅一彰様

も停電、断水という状況の中、お越し頂きありが

とうございます。 

 では先週の活動報告致します。９月７日（土）、

ロータリーデーＢＢＱ大会が幕張海浜公園にて

行われ、高瀬米山記念奨学委員長、寺内幹事、宇

賀神千葉科学大学ローターアクト会長、米山奨

学生のヴィクム君、私で参加して参りました。 

こちらは第２７９０地区米山学友会、ローター

アクト、ロータリー財団学友会の共催というこ

とで１４０名前後の参加者により盛大に行われ

ました。素晴らしい持て成しをしていただいた

各学友会、アクトメンバーには心から感謝申し

上げます。 

つづいて、文化会館前にある蘇鉄を伊藤浩一

会員に清掃及び剪定をしていただきました。改

めてお礼を申し上げます。ありがとうございま

した。 

さて、本日はロータリー運動と実践について

少しお話しさせていただきます。 

ロータリアンの先達が申しました「入りて学び、

出でて奉仕せよ」という言葉があります。 

また、ロータリーは何時も新しい発想のもと、そ

の時代の流れに相応しい活動をしなければ、時

代と共に生きるロータリーとは言えないとも言

われております。しかし、いくら時代が変わって

も実践を起こすための考え方は一つであるとい

うことです。やはりロータリアンとして行動を

起こさせる基は時代が変わっても不変的なもの

だということです。 

では、そのロータリーの実践とは、根本的にロー

タリーは個人奉仕でありロータリー運動の中心

はクラブで、さらにその中心は会員一人ひとり

であります。 

例会などの中で、会員同士が学びあい自らを高

めていく、そして各会員が持っているリーダー
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としての能力を通して、社会のため、人のために

運動していくことが、ロータリー運動の一つで

あります。日本のロータリーの生みの親で米山

梅吉氏は「ロータリー・クラブは正確な意味にお

ける、奉仕クラブとは言い難い。なぜなら、クラ

ブの名前をもって奉仕することは例外で、ただ

会員の自覚を促す為に行うのだ」と言っておら

れます。あくまでもロータリーの組織の中にあ

る一人ひとりのロータリアンが、自らの職業、専

門分野でロータリーの心の実践をしていくのだ

ということです。 

我々も会員個々の向上を図り、そしてロータリ

ー運動の実践をすることにより、活動的なクラ

ブ作りへと流れをもたらしていくのだと感じま

した。皆さんは、どうお考えでしょうか。 

幹事報告 

【週報拝受】八日市場ＲＣ 

【活動計画書拝受】旭ＲＣ、八日市場ＲＣ 

1. 2018-19 年度月信特別号（13 号）の訂正とお

詫びについて 

2. 地区寄付リポート HP掲載のお願い 

3. 九州北部豪雨災害 D2740地区への支援依頼 

…ガバナー事務所 

4. 交通安全功労者の表彰について 

…銚子市交通安全都市推進協議会 

5. うみなり第５８号 

…銚子地区保護司会 

【例会変更】 

小見川ＲＣ 

9月11日（水）定款第8条第一節（C）により休会 

台風15号の台風被害及び対応に当たっている会員

が多いため 

会員の記念日   

誕生日おめでとうございます。 

田中 英子会員（９月８日） 

 

入会記念日  

青野 秀樹会員(９月６日） 

ニコニコＢＯＸ  

✧伊藤浩一会員 

銚子ロータリークラブの推薦を受けてＲ財団グ

ローバル補助金に見事合格した工藤幸介君が

9/4 に予定通りジュネーブに向けて出発しまし

た。これからの彼の社会奉仕を目的とした人生

に期待したいと思います。 

 

 
 

ニコニコ BOX紹介をする 

副島親睦活動委員 

 

 

 

卓 話 

「好きな街で好きな仕事をする」-smile- 

㈱K-OFFICE 代表取締役 小菅 一彰様 

千葉・銚子の「Natural Memories」はトゥ

クトゥクをレンタルしているレンタカー店

です。 

「せっかくの観光だから、普通のクルマじゃ

つまらない！」 

「いつもと違う体験を！」 

 そんなふうにお考えなら、ぜひ「Natural 

Memories」にお問い合わせください。 

トゥクトゥクはタイではタクシーとして使

われている、かわいい３輪の自動車です。 

本島でトゥクトゥクに乗れるのはここだけ

なのでぜひお試しください 

 

―街全体を楽しんで下さい！― 

トゥクトゥクはそのシルエットのかわい

さもありタイではすでに大人気のクルマで

す。 

通常のレンタカーで借りる自動車に比べ、開

放されている部分が多いので、移動中も銚子
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や九十九里の景色を思う存分、全身で体感す

ることができますよ。 

いつもの旅行とはちょっと違う、新鮮な気分

での観光をお望みならぜひトゥクトゥクで

のドライブをお試しください。 

変わったフォルムではありますが、もちろん

公道も高速道路も走れますよ。 

トゥクトゥクで快適な旅を！ 

コンセプト 

―移動時間も楽しんでいただきたい― 

観光名所への移動の際、その移動時間が、

観光客の方々にとっては“無駄な時間”と

いう印象になってしまうこともあります。 

そこで当社ではユニークなタイの乗り物・ト

ゥクトゥクを観光の移動手段としてご乗車

いただき、銚子市内の観光を移動時間も含め

て楽しんでいただきたいと考えております。

車の中では、車とい

う 一 つ の 空 間 と な

り、子供たちなどが

乗っていても、外に

は目を向けずに携帯

でゲームや動画などを見ていて観光に来て

も、日常と変わらない生活をおくられている

方も多いのではないでしょうか？  

そこで、当社では、小さなことでもきずいて

いただけるパノラマビューで風景などが見

れて風を感じながら地域を走りちょっとし

たことが家族の話題や友達同士での交流を

深め最高の思い出を作れる乗り物がトゥク

トゥクという乗り物です。普通の自動車で観

光地を回るよりも、数倍も楽しい気持ちで観

光を楽しんでいただけて自然の大切さや幸

せの時間を満喫できることをお約束いたし

ます。 

このように観光客の方々に最高のサービス

と思い出を提供し、地域の発展につなげる取

り組みに尽力しております。 

―地域発展と社会貢献― 

当社は千葉県という土地柄を活かし、観光

客や障害者の方々に感動を与え、皆様に愛さ

れる企業になれるよう努めております。 

例えば千葉ならではの特産物や近海で獲れ

た地魚、障害者が地域の方々とともに栽培し

た新鮮な野菜などを観光客の方々にご提供

したり、障害者の方々に向けての就労施設を

提供したりなどの活動をしております。 

代表自身、さまざまな角度から“地域発展”

と“社会貢献”を叶えられるような事業を

展開し、地域に根差したユニークな企業であ

りたいと願っています。 

―５大目標― 

ゆったりとし

た空気が流れる

漁師町である銚

子市には、観光名

所がたくさんあ

るため、観光客の

方々に「見て楽しむ、来て楽しむ、風を感じ

て楽しむ、乗って楽しむ、食べて楽しむ」と

いう体験を提供することを 5 大目標とし、サ

ービスに努めてまいります。 

地域柄狭い道が多いので、ご家族連れやバイ

クのツーリングで観光にお越しの皆様に観

光地への移動手段を提供します。 

そのご利用が終わったら、障害者の方々に清

掃をお任せして就労の機会を創出したいと

考えております。 
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１０月 １１月 例会プログラム 

１０月 米山月間 

経済と地域社会の発展月間  

 

２日 「ウガンダ報告」信太 秀紀会員 

９日 米山奨学生卓話 

米山奨学生 ミョウ リキン様 

（世話クラブ：鴨川ＲＣ・城西国際大学） 

 同行地区委員 加藤 隆様(千葉東 RC) 

１６日 

「誰も経験したことのない大きな変革に向けて 

稼ぐ力を地域の力に 地域活性化の真髄とは」 

特定非営利活動法人 

日本 IT イノベーション協会 理事 大串結子様 

２３日 移動例会 点鐘１２時３０分 

ヤマサ醤油㈱見学センター 

例会終了後、工場見学 

３０日 「暗闇に迷った私に届けた光」  

太陽光エネルギー営業所 

所長 ウルルマ様 

 

１１月 Ｒ財団月間 

６日 「学校教育の現状」 

   銚子市立銚子高等学校長 伊藤 政利様 

１３日「地区委員長月間卓話」 

地区奨学生・学友委員会 

委員長 沢田 克洋様 

（成田コスモポリタンＲＣ） 

２０日・２７日 調整中 

 

 

【出席報告】  

会員総数３９名 出席計算３５名  

出  席１８名  欠  席１７名  

出席率５１．４３％ 

欠席者：淵岡君・石毛(英)君・泉君・木曽君 

神津君・松本君・村田君・永澤君・大里君 

佐藤君・須永君・山崎君・米岡君・常世田君 

鈴木君・富永君・高橋宏明君 

 

 

 

 

 

 

【Ｍ Ｕ】  

9/10銚子東ＲＣ 大里君 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 7,000 計 ￥175,000 

スモールコイン ￥ 1,700  計 ￥ 11,510 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 10,300 

希望の風 ￥ ― 計 ￥ 70,000 

次週（９月２５日）のプログラム 

お昼の例会はございません。 

「夜間移動例会・観月会」 

点鐘 18時 太陽の里 

 

 

【送迎バス】 

銚子市役所    17：25 

銚子駅丸通 P前 17：30 

出発します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


