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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 

「高校教育の現状と本校の取組」 

 銚子市立銚子高等学校長 伊藤 政利様 

 

前回例会報告（１０月３０日） 

点鐘：宮内 秀章会長 

ロータリーソング：手に手つないで 

四つのテスト唱和 

ビジター紹介 
RID2750東京中央新ロータリークラブ 曽根章乃様 

銚子東ロータリークラブ   大内 一恭様 

RID2580東京米山学友会 鳥 日 楽 瑪 様 

（卓話）  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京中央新ＲＣ曽根様とバナーの交換 
 

会長挨拶 

皆さんこんにちは。 本日は、東京中央新ロー

タリークラブ曽根章乃様、銚子東ロータリーク

ラブ大内一恭様、太陽光エネルギー営業所所長、

そして米山学友会のメンバーでありますウルル

マさん、ようこそ銚子クラブへお越しいただき

ました。曽根様には後ほどバナー交換、そしてご

挨拶を頂戴したいと思いますので宜しくお願い

致します。 

本日の卓話者ウルルマさんとは、今年の７月

に米山学友会の世界大会に向かう空港のチェッ

クインカウンターの前で初めてお会い致しまし

た。素敵な笑顔で我々と接してくださったこと

を、昨日のことのように覚えております。その時

は、本当に銚子クラブで卓話いただけるとは思

っていませんでしたので、今日は楽しみにして

おります。どうぞ宜しくお願い致します。 

活動報告ですが、昨日、千葉科学大学に於きま

してローターアクトの例会が行われました。須

永ローターアクト委員長、島田会員、私と３名で

参加して参りました。詳しくは、後ほど須永委員

長より報告させていただきます。 

さて、今年も残すところ２カ月となりました。

慌ただしい暮れの準備をすると共に、早い方は

新年の挨拶である年賀状のご用意される方もい

らっしゃるのではないでしょうか。この年賀状、

平安時代に始まった手紙のやりとりからと言わ

れています。この頃から年始回りの習慣が広が

り、更に江戸時代にはとても盛んであったそう

です。今では華やかな絵柄のものや、くじがつい

たものと様々となっております。因みにお年玉

付き年賀状になったのは、戦後の昭和２４年１

２月に発行されたハガキからだそうです。 

ところで、この年賀状、２００８年から昨年の

２０１８年まで減少をし続けております。年賀
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状の枚数が最高だった２００３年の約４４億枚

と現在を比べると、およそ半分の枚数になって

しまったそうです。減少した理由としては、年賀

状で新年の挨拶や近況報告していたものが今で

はメールやＳＮＳに変わり、また費用や手間が

掛かるという理由があるそうです。 

まさに時代の変化を感じますが、いくら時代が

変わったといえ日本らしい慣習が薄れていくの

は非常に寂しいものです。 

今年は即位の礼が行われ、令和初の新年を迎

え、そして来年は東京オリンピックの年でもあ

ります。是非、日本の伝統を振り返り、積極的に

年始のご挨拶に筆をとってみるのも素敵ではな

いかと考えます。 

 

幹事報告 
1.地区大会のご案内 

2.手続要覧 2019 年英語版  

出版のご案内 

3.世界ポリオデーにあたり 

4.激甚化する台風の被災地

への支援について 

5.2020－21 年度地区委員に

ついてのお願い 

6.財団室 NEWS2019年 11月号 

…ガバナー事務所 

7.チャリティイングリッシュレッスンのお知らせ 

…銚子市国際交流協会 

 

【例会変更】 

小見川ＲＣ 

11月13日(水）休会（振替休会） 

11月 27日(水)休会（定款第 8 条第 1 節 C による） 

銚子東ＲＣ 

11月 12日(火)振替休会 10日(日)Ｒ情報研修会に

振替の為 

旭ＲＣ 

11月 1日(金)ガバナー公式訪問 

(八日市場 RCと合同） 

  8日(金)振替休会  

10日(日)Ｒ情報研修会に振替の為 

  22日(金)夜間例会 点鐘 18時 30分 

  29日(金)定款第 7条第 1節(ⅾ)により休会  

八日市場ＲＣ 

11 月 5 日(火)振替休会 1 日(金)ガバナー公式訪

問（旭ＲＣと合同）の為 

  26日(火)振替休会 10日(土) Ｒ情報研修会に

振替の為 

 

会員の記念日   

誕生日おめでとうございます。 

高橋 宏明会員(10月 27日) 

結婚記念日 

小田島國博会員(10月 27日) 

入会記念日 

神津 裕之会員(10月 19日) 

宮内 清次会員(10月 26日) 

猿田 正城会員(10月 30日） 

創業記念日 

石毛 英俊会員(10月 22日) 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧大ニコニコ宮内龍雄会員 

本来であれば、超ウルトラ・スペシャルスーパー

大ニコニコですが、『ホールインワン』キャディ

ーを付けていない為、同伴競技者の高〇先生の

ご尽力にもかかわらず、幻のホールインワンに

なってしまいました       信さん、どうすんだ～！ 

 

✧伊藤浩一会員 

「日本初の修学旅行到達の地」の碑が完成し、10

月 19日に除幕式を終えました。銚子市の歴史に

新しいページを加えられたと発案者として嬉し

く思っています。 

 

✧金島 弘会員 

ウルルマさん卓話宜しくお願い致します。 

曽根さんようこそおいで下さいました。 

 

✧寺内忠正幹事 

10/18 セレクト市場のコンペがあったのですが、

ハンデがものすごいハマり方をして優勝してし

まいました。賞品に山二電機賞となってました。

髙瀬会員ありがとうございました。 
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卓  話  

「暗闇に迷った私に光を届けた存在」 

第 2580 地区 東京米山学友会  

鳥 日 楽 瑪 様 

１．私の生い立ち 

私は中国に暮らす当時、言葉にならないほど

貧しいモンゴル牧畜民の家庭で、6人兄弟の三女

として生まれ育った。小学校 5 年を卒業後親元

を離れ、地域の「大きな町」で校舎に泊し、中・

高学校を卒業した。その時、田舎人と町人の違い

やお洒落を見覚え、身形が奇麗な町人の夢を見

るようになった。しかし、村人は「田舎人は永遠

の田舎人、神様から与えた運命だ」、田舎の子が

町人になることは「空星」を取ることより難しい

と決めつけた。でも、私の両親は「文字を読めば

運命を変えられる」という考えが有った。両親の

「文字を読め」とは学習することであり、文字を

読めなかった苦しみをしみじみ感じる両親は、

我が子を必死に学校へ送り出した。当時の日常

生活では、饅頭一つだけで、6人兄弟が一食とし

て分かち合う時もよく有った。 

それだけか学費用のため、年中走りまわってい

た親の姿は、今でも目に浮かぶ。その親に答えよ

うと猛勉強した結果、次々と進学することがで

きた。そのことが地域に知られ、今も我が家のこ

とが知り渡りである。 

私は当時モンゴル人が受験できる一番良い大学、

内蒙古師範大学へ進学し、大学も無事に卒業し

た。その後は、里より 2 千キロ離れたオランホ

トモンゴル高校の教員職に就いた。 

２．私と日本 

17 歳まで沙漠に覆われた環境に生き、地球は

「沙球」と思った私が大学や就職町の山や川に

憧れた。自然はとても豊かであることを知り、環

境に興味を持つようになった。それが豊かな自

然に恵まれた日本へ留学するきっかけだった。 

日本へ留学することで、3回も騙されたが最終

的に予定より 6 年間も遅れながら留学する夢が

叶えた。2002年４月 24日、新潟空港に着陸し、

憧れの島国日本に来た。飛行機から降りたあの

瞬間、言葉では表現できない空気のおいしさに

心が打たれた。「此処は私がいるべき処、留学期

間一年間、帰国しない」と呟いた。それから、勉

強しながら、学費や家族の生活費を稼ぐ厳しい

環境に落ちたがいろいろな壁を乗り越えて、最

終的に、修士号・博士号まで修得した。 

３．私とロータリーとの縁 

 ロータリークラブとの縁は、博士課程研究の

時だった。博士生研究 1 年間は順調で、優秀研

究賞も受賞した。喜びの最中、交通事故に遇われ

、死ぬ寸前になり、学園から病院へ移り、半年間

後車椅子で学園に戻った。今まで、研究しながら

家族を支えてきた私、経済力を失い、研究を諦め

るしかない時、ロータリー米山奨学生として選

られた。興奮に感動… 

お陰様で学位を予定通りに修得した。学位が有

ったため、人材として東京農工大学が主催する

国のプロジェクトに選ばれ、日本企業に配置さ

れた。企業の高評価を得た私に、引き続きアメリ

カ国立研究所のインターンシップへ行くチャン

スが訪れた。アメリカから日本に戻った後、千葉

大学園芸研究科に所属しながら、福島原発研究

に携わった。その時、交通事故で痛んだ足に再び

負傷し、千葉大学文学部へ移った。しかし、研究

費用の申請が通らなかったため、一時研究場か

ら離れている。 

４．私は有数な人しか経験できない、貴重な経験

ができたのは、博士号が修得したことに大きな

関係がある。博士号修得までの最終の経済的な

後押しになったロータリークラブの皆様のお陰

である。ロータリークラブは私の太陽であり、暗
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くなっていた涙ばかりの日々に光を射した。 

ロータリークラブは「闇に迷った私に光を届け

た存在」である。私は、人生のすべてをかけて、

ロータリークラブの皆様の献身精神を続けてい

きたい。他者を幸せにしていきたいと決意して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民族衣装と美しい歌声を披露してくれました。 

 

委員会報告 

須永清彦ローターアクト委員長 

千葉科学大学ローターアクトクラブの例会報告 

 

【出席報告】 
会員総数４０名 出席計算３６名  

出  席２５名  欠  席１１名  

出席率６９．４４％ 

欠席者：神津君・松本君・大岩君・大里君 

佐藤君・櫻井(公)君・信太君・副島君 

鈴木君・富永君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】  
10/29ＲＡＣ例会 宮内(秀)君・島田君・須永君 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ニコニコ BOX ￥27,000  計 ￥261,000 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 16,410 

米山 BOX ￥ 2,400 計 ￥ 18,650 

希望の風 ￥ ― 計 ￥ 96,000 

次週（１１月１３日）のプログラム 

「地区委員会卓話」 

地区奨学生・学友会委員会 

 委員長 沢田 克洋 様 

（成田コスモポリタンＲＣ） 

 

 

 

 

お弁当：高浦（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８グループ ロータリー情報研修会 
日時 令和元年１１月１０日(日) 

会場 銚子商工会議所１階 大ホール  

１３：３０ 受付    

１４：００ 点鐘        

 

デーブルディスカッション   

第1部 ロータリーのここが好き（45分） 

第2部 ロータリーのここが嫌い（45分） 

第3部 発 表          

 

 

1６：２０ 閉会  

 


