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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 

「夜間移動例会・観月会」 

点鐘 18時 太陽の里 

 

前回例会報告（９月１８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 

 

 

 

 

 

 

ビジター紹介 

国際ロータリー２８２０地区 

第 8分区ガバナー補佐 篠塚 茂男様 

(卓話) 

波崎ロータリークラブ 山本 英雅様 

 

会長挨拶 

みなさん、こん

にちは。本日は第

２８２０地区第８

分区ガバナー補佐 

篠塚茂男様、波崎

ロータリークラブ

山本英雅様、よう

こそ銚子クラブへ

お越し頂きました。篠塚様には後ほど卓話の方

よろしくお願い致します。 

まず初めに先週からの活動報告を致します。 

昨日１７日朝９時より駅前花壇の花植えを行い

ました。神津社会奉仕委員長、永澤地域環境保全

委員長をはじめ１２名、そして宇賀神千葉科学

大学ローターアクトクラブ会長のご参加をいた

だきありがとうございました。みなさん、駅前を

通りの際は是非きれいな花をご覧いただければ

と思います。 

 さて、先週に千葉を直撃しました台風１５号

から１週間が過ぎ、日がたつにつれ被害が明ら

かになってまいりました。銚子市街地より西の

市町村をはじめ、特に南房総の地域は想像以上

の甚大な被害でした。さらに大雨が被災地を襲

い、未だに復旧作業が難航しております。被害に

遭われました方々には謹んでお見舞いを申し上

げます。今回の台風、千葉県のみで考えますと、

３．１１の東日本大震災の時以上に我々のライ

フラインへの影響は大きかったのではないでし

ょうか。断水でお風呂も入れなく、停電のため空

調が使えず、暑さを逃れるために車中泊を余儀

なくされておりました。また、その影響で車の燃

料は消費してしまい、ガソリンを必要とする人

の数は増えていきます。ガソリンスタンドでは、

数量制限での販売のところも沢山あったそうで、

同業である私も確認したところ、やはり初日の

高速道路の通行止めで、タンクローリーの納入

遅延や停電で計量器が作動しないことが大きな

原因となり供給が途切れてしまったそうです。

そのためスタンドでの供給が不十分となり、長

蛇の列ができるという悪循環が起きてしまいま

した。そんな中、私の取引先が担当しております

君津市にあるガソリンスタンドで、社長の息子
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さんの友達である競輪のトップレーサーが、足

こぎ式の給油機を使って約１８００ℓ、ドラム９

本分も給油し地元に貢献できたという情報もあ

りました。いずれにしましても、地震などの天災

は突然おこるものですが、台風は予報にて知る

ことができます。これからまだまだ台風のシー

ズンでもありますので、再び同じような災害が

起こらないことを願うと共に、被災地が１日も

早く日常の生活が取り戻せますことをお祈りし

ます。そして、我々も今回の経験を基に日ごろか

ら防災に対しての備えをしっかりと行っていき

たいと考えます。 

 

臨時理事会報告 
１）多部田新入会員カウンセラー・所属委員会の件 

…承認 カウンセラー：松本恭一会員 

    所属：親睦活動委員会 

 

幹事報告 

【活動計画書拝受】 

小見川ＲＣ 

1. ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰﾆｭｰｽ 2019 年 10

月号のご案内 

2. 研修 3 委員会から「地区

先達と語る私のﾛｰﾀﾘｰの

集い」 

3. ハイライトよねやま２３４ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

4. 第 67回銚子市小中学校児童生徒・教職員科学

作品展の御礼 

…銚子市小中学校文化振興協会 

会員の記念日   

結婚記念日 佐藤 直子会員(９月１５日） 

ニコニコＢＯＸ  

✧波崎ロータリークラブ 

篠塚茂男様・山本英雅様 

 

 

 

 

 

 

よろしくお願いします。 

 

 

✧宮内清次会員 

篠塚様の本日の卓話、皆様ご静聴をお願いいた

します。 

 

✧阿天坊俊明会員 

9/21(土)より銚子商業野球部は秋季千葉県大会

に望みます。予選を勝ち関東大会に出場するこ

とを望む応援よろしくお願いします。 

 

✧宮内龍雄会員 

見て来ました。先週末、滋賀県琵琶湖、湖畔にあ

る佐川美術館で展示された「刀銘一」備前岡山の 

一文字の太刀です（別名長篠一文字）長篠の戦い

で籠城で武功上げた奥平信昌に織田信長が恩賞

として与えた太刀です。こんな私ですが、心が折

れそうになった時この刀を見ると心が奮い立ち

ます。一番好きな刀です。（長くなりました。） 

 

✧永澤信地域・環境保全委員長 

昨日の駅前花植えですが、１２名という大勢の

会員の皆様に参

加いただき、あり

がとうございま

した。今後は、地

域・環境保全委員

会のメンバー中

心に保全に努め

て参りますので、

駅前を通る際は是非ご覧になって下さい。 

 

 

卓 話 

「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 

私は、１９９２年５月に波崎ＲＣに入会し、在

籍２８年目となりました。当時の会員数も４０

名余りで、波崎ＲＣもそれなりに活動はしてお

りました。 

当時の感想として、あまり行動的ではない中に

も、自分の父親と同世代の先輩方との交流をさ
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せて頂き、人生観などを学ぶ事が出来て、とても

勉強になりました。ロータリークラブの良い所

は、自信を成長させてくれる所と認識をしまし

たが、あまり面白い団体とは思えなかった。 

 ２００３年５月に波崎ＲＣとしては、初の女

性会員が入会されました。今年度、波崎ＲＣの会

長の後藤美紀代さんでした。この頃には会員数

も２５名程度になり、地区においても会員の減

少が、著しくなって来た時でもありました。 

会員の減少はクラブを暗くさせます。何となく

活力を失い、楽しさも半減していきました。そん

な中に、ネパールに支援活動を実行している、ひ

たちなかユネスコ協会の平井さんが卓話に訪れ、

ネパールでの活動や支援の状況を詳しくお話し

されました。 

これは後藤会長が入会時に卓話の要請を行った

事が、波崎ＲＣにとって新たな刺激となりまし

た。新会長の後藤さんが活力のなくなった波崎

ＲＣに風穴を開けた感じでした。 

ひたちなかユネスコ協会は茨城大学の山岳部メ

ンバーが多く、ヒマラヤに登る為に、毎年ネパー

ルを訪れ、ネパールの貧困と教育の低さを感じ

て、ノートや鉛筆などの支援を行い学校も建て、

教育支援をしているとのお話しの内容でした。 

当時のネパールは、アジアの中では低い方から

２番目に所得水準が低く、男尊女子の国で、女性

の４人に３人は読み書きが出来ず、１２歳位で

結婚して子供を産み、その子供は人買いに売る

事も多い、つまり、読み書きが出来ない為に、知

識や新しい文化などを習得する事も出来ない訳

です。 

翌年の２００４年にネパールに、学校を建てる

計画が持ち上がりました。新入会員が持ち込ん

だネパール支援の提案の種が、蒔かれた訳です。 

私はその年に、ネパール学校建設準備委員会を

任されました。波崎ＲＣとして初めての海外へ

直接の国際奉仕の事業となりました。 

会議を重ね喧喧諤々の中、５年計画を約１２０

万円の予算で、ヒマラヤのふところに、４教室の

校舎を新築する方針が決まりました。 

２００６年５月に地鎮祭の日程が決まりカトマ

ンズに向け、支援物資と建設資金の一部を持っ

て出発しました。バンコクに１泊して２日かけ

てカトマンズに到着し、翌日から未舗装のエベ

レスト街道を５時間ほどかけて、標高１，７００

ｍのシンドゥパルチョーク郡プロパーカル村の

カカニン学校に到着し、村長や村人、生徒など村

をあげての大歓迎を受けました。 

場所はエベレストへ続く山の中で、集落らしい

物は見当たらない所です。生徒たちは２～３時

間かけて登校します。急坂な獣道の様な所を登

ってきて勉強をします。この地域は電気もなく、

学校には電気は通っていない為に、暗い教室で

の学習になります。校舎の建設には、ゼネコンが

ある訳ではないので、村人が総出で作業します。

学校建設は村にとって、公共事業の仕事の様に、

村人達は喜んでいた様子でした。 

５年間も続けて、世界遺産のカトマンズの市内

を見学する事も出来、歴史的な寺院も沢山あっ

て、古い町並みはヒンドゥー教とチベット仏教

が仲良く暮らす、とても珍しい光景に出合う事

も多く、支援活動を通して、毎年カトマンズに足

を運ぶ事が出来たのは、波崎ＲＣがこの事業を

取り上げなければ「まずいかない」あるいは「行

けない」そんな所に行く事が出来て、私の人生の

中にカトマンズやエベレストの思い出が深く刻

まれております。 

ネパールの支援事業が終了後は、カンボジアへ

の支援活動も５年間計画で実行しました。アン

コールワットに近い場所で活動しました。一度

は行ってみたい所ですが、行った事のない人も

多い場所だと思います。 

もしも私が、ロータリークラブの会員でなかっ

たら、経験する事が出来なかった事だと思いま

すし、ロータリークラブの一員でいられる事に、

誇りを持ちたいと思います。 

【出席報告】  

会員総数３９名 出席計算３６名  

出  席２８名  欠  席 ８名  

出席率７７．７８％ 

欠席者：淵岡君・木曽君・永澤君・佐藤君 

須永君・鈴木君・富永君・高橋宏明君 

 

 

本日の例会出席率発表 

石毛例会運営委員長 
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【Ｍ Ｕ】  

9/17駅前花植え（参加 １２名） 

泉君・金島君・神津君・宮内(秀)君・永澤君 

大岩君・櫻井(公)君・島田君・須永君・田中君 

寺内君・常世田君 

9/18第 8Ｇ会長幹事会 宮内(秀)君・寺内君 

9/19秋の全国交通安全運動出発式（参加８名） 

石毛充君・金島君・神津君・宮内(秀)君 

櫻井(公)君・副島君・田中君・寺内君 

 

 

 
交通安全功労者の表彰 

櫻井公恵会員☜ 

 

 

9/21ＲＡＣ会長・幹事会  

宮内(秀)君・島田君・須永君・寺内君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

                                      

【社会奉仕委員会からのお知らせ】 

薄暮時街頭監視 

日時： ９月３０日（月） 午後４時～５時 

場所： 銚子大橋交差点 

※参加者はメークアップの対象となります。 

 

 

＝地域・環境保全委員会報告＝ 

９月１７日（火）午前９時～ 銚子駅前ロータリー 

花壇の花植えを実施しました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
大勢の会員に参加いた

だき有難うございました。 

今後も委員会メンバー

を中心に水やり・管理を

していきます！！ 

社会奉仕委員会 

地域・環境保全委員会 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥16,000 計 ￥191,000 

スモールコイン ￥ ―  計 ￥ 11,510 

米山 BOX ￥ 3,800 計 ￥ 14,100 

希望の風 ￥ ― 計 ￥ 70,000 

次週（１０月２日）のプログラム 

「ウガンダ報告」   

信太 秀紀会員 

お弁当：辰巳家（にぎり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


