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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 

「相続法の改正について」 

泉 英伸会員 

前回例会報告（１１月１３日） 

点鐘：宮内 秀章会長 

ロータリーソング：我等の生業 

四つのテスト唱和 

ビジター紹介 
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） 

 
 

 

 

 

 

会長挨拶 

皆さん、こんにちは。本日は、地区奨学生・学

友委員会委員長 沢田克洋様ようこそ銚子クラ

ブへお越しいただきました。後ほど卓話の方よ

ろしくお願い致します。 

続いて、活動報告ですが、今週の１０日日曜日 

第８グループロータリー情報研修会が行われま

した。総勢約４５名の参加で、各テーブルに分か

れ「ロータリーのここが好き」「ここが嫌い」と

いうテーマで各会員との活発な意見交換が出来、

有意義な時間となりました。 

さて、今月はロータリー財団月間です。今月の

ロータリーの友で、財団に寄付する理由という

記事の中に、入会間もないころは仕組みもわか

らないままに、深く考えず寄付していたという

声もありました。我々も、ロータリー活動の中で

財団への様々な寄付を行っておりますが、その

分類や用途がいま一つ理解してないところもあ

るかと思います。 

そこでロータリーの友に基本的なことが書かれ

ておりましたので簡単にお話ししたいと思いま

す。 

まず、財団には使途を指定した使途指定寄付

と指定しない寄付とがあります。寄付の分類に

は、年次基金、恒久基金、ポリオプラス基金、そ

の他に分かれております。 

年次基金は、地区や海外で実施されるロータリ

ー財団の活動の資金源となります。 

恒久基金は、投資され収益の一定の割合が財団

の活動に使用されます。 

ポリオプラス基金は、ポリオ根絶のための活動

資金。また、その他として承認済みグローバル補

助金への現金拠出や冠名指定寄付などです。 

そして集まった寄付金は様々な奉仕プロジェク

トに活用されます。使われ方は、地区補助金は短

期の小規模のプロジェクトのために使用され、

地区やクラブ活動の為に使われます。 

グローバル補助金は重点分野のいずれかに該当

し、大規模で国際的な奉仕活動の為の補助金で

す。ポリオプラスは、ワクチン投与、伝染の監視

やモニタリング、予防接種キャンペーンなどポ

リオ根絶活動に使われます。 

そしてその他はロータリーの平和センタープロ

グラムや災害救援活動などに使われます。 

ソングリーダー初挑戦の多部田会員 
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聞きなれない言葉もあり、すぐに理解すること

は難しいですが、ただ寄付するのではなくどの

分類がどのように活用されているのか、またそ

の資金によりどんな貢献が出来ているのかをも

っと理解することにより、今まで以上に思いを

込めた寄付が出来るのではないでしょうか。 

幹事報告 
【週報拝受】佐原ＲＣ 

1. 2019年手続要覧日本語版事前注文のご案内 

2. 地区寄付金レポート 10月 

3. 米山学友会＆ローターアクト＆ロータリー財

団学友会忘年会のお知らせ 

4. 青少年交換オリエンテーション（第２回）＆ 

帰国報告会のご案内（青少年交換委員会） 

5. コーディネーターニュース 2019 年 12 月号の

ご案内 

…ガバナー事務所 

6. ハイライトよねやま２３６ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

会員の記念日   
誕生日おめでとうございます。 

櫻井 公恵会員(11月 9日) 

 

 

 

 

 

 

 

松本 恭一会員(11月 9日) 

結婚記念日 

寺内 忠正会員(11月 8日) 

淵岡 彰介会員(11月 12日) 

入会記念日 

石毛 英俊会員(11月 9日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧島田洋二郎会員 

沢田様 今日は卓話よろしくお願いします。 

✧寺内忠正幹事 

１１/９社員旅行に行って来ました。ムーミンバ

レーパークに行ったのですが、思ったより良か

ったです。 

✧須永清彦会員 

１０月２６日茨城県かすみがうら市の剣道道場

「運武館（うんぶかん）」の先生方が銚子へ遠征

稽古にいらっしゃいました。元銚子東ＲＣ（前常

陽銀行銚子支店長）の川島さんのお父さんが館

長を務めています。川島さんが銚子にいる際に、

毎週銚子剣友会の稽古に参加していた縁で今回

稽古においでいただきました。３か月ぶり程度

ですが、川島さんにもお会いし、稽古を頂きまし

た。来年は銚子剣友会の先生方で「運武館」へ遠

征する予定です。 

卓  話  

「ロータリー財団月間に因んで」 

RID2790ロータリー財団統括委員会 

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） 

皆様こんにちは。地区ロータリー財団統括委

員会 奨学生・学友委員会を担当しております沢

田と申します。所属は成田コスモポリタンロー

タリークラブです。 

銚子ＲＣ初となる、グローバル補助金奨学生と

して工藤幸介くんが選ばれ、もうすでに、スイス 

ジュネーブにてホストクラブと合流し、勉強に

励んでおり、富士山のピンバッチが好評だった

と報告を受けております。無事に勉強を終え元

気に帰国することを願っておりますが、そもそ

もグローバル補助金奨学生となんぞや？という

話を今日は説明させていただきたいと思います。 

今回、銚子ＲＣ様でご担当頂きました、工藤幸介

くんですが ロータリー財団の「グローバル補助

金奨学生」という制度にお申込みいただき、見

事！奨学生になられたわけですが、皆様ロータ

リー財団奨学生という事業を皆様ご存じでしょ

うか？  

ロータリー財団奨学生には種類が２つあります。
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一つは、地区補助金奨学生という制度、もう一つ

は工藤君が採用されましたグローバル補助金奨

学生です。 

まず初めに、地区補助金奨学生という制度から

説明をさせていただきます。 

目的ですがロータリーの理念に即した修学と奉

仕を志す奨学生を募集選択し、奨学金の給付等 

を通じて国際理解と世界平和の促進を支援する

事を目的としております。 

授与する奨学金の上限額   

 ２０，０００ USD 

派遣期間 

 ２０２０年９月１日～２０２１年６月３０日 

対象者 

 新学期から海外の大学、大学院で就学を開始

する方 

つづいて、工藤君が選ばれましたグローバル

補助金奨学生について説明させていただきます。

まず、目的ですがロータリー財団が定めた６つ

の重点分野のいずれかに合ったキャリアを目指

し、大学院レベルの研究目標もそれに沿ったも

のであり、海外の大学院で勉強する意欲ある留

学生を支援する事を目的としております。 

授与する奨学金の上限 

 ４０，０００ USD 

 DDF（地区財団活動資金） ２０，０００ USD 

 WF （国際財団活動資金）  ２０，０００ USD 

派遣期間 

 ２０２０年９月１日～最長４年間 

対象者 

 新学期から海外の大学院もしくは、大学院レ

ベルで就学を開始する方 

ロータリー財団奨学生とは、ロータリーの目標

達成を共に目指す人（ロータリーファミリー）を

増やすためのものです。特に、グローバル補助金

奨学生は、実施側クラブと援助側クラブが協力

して行うグローバル補助金事業です。つまり、こ

の 2つのクラブが主体となり行う事業です。 

奨学生の総てのサポートは送り出しに於いては

援助側クラブが、現地に於いては 実施側クラブ

（留学先）がサポートをすることになります。 

なぜ、ロータリー財団が奨学生に対しそこまで

するのか？ 

ロータリー財団奨学生というのは、決して個人

の留学ではない。  

ロータリーとＴＲＦの事業の一端を担ってくれ

る人に支援するのが財団奨学金です。 

グローバル補助金事業として、海外にきれいな

水を供給するために井戸を掘る事業、医療器具

を送る事業、識字率向上のために本を送る事

業・・・etcこれらの事業と同じように、今回の

工藤君、川井君は平和と紛争予防/紛争解決のた

めに留学し、将来は国際機関で働く・・・まさに、

ロータリーとＴＲＦの事業の一端を担ってくれ

る人に支援するのがロータリー財団奨学金です。 

必ずや工藤君なら期待に応えてくれると思いま

す。ぜひ、銚子ＲＣの皆様も今後の工藤くんに注

目していただければと考えます。 

以上、ロータリー財団奨学生について説明させ

て頂きました。 
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 例会プログラム 

１２月 疾病予防と治療月間 

４日 年次総会    

「未定」  宮内 龍雄会員 

１１日「職業と私」村田  等会員 

１８日 夜間移動例会 太陽の里点鐘１８時 

クリスマス家族親睦会 

２５日 定款第７条第１節(ⅾ)により休会 

２０２０年 

１月 職業奉仕月間 

１日定款第７条第１節(ⅾ)により休会 

８日 賀詞交換会 年男の抱負 

１５日 銚子市長卓話 

２２日「月間卓話」  

高橋潤一地区職業奉仕委員長  

２９日 銚子ＲＣ・銚子東ＲＣ合同例会 

    太陽の里 点鐘１８時 

表 彰 

マルチプル・ポールハリス・フェロー 

沢田委員長から表彰される宮内秀章会長 

 

米山功労者 

第 4回功労者 第 2回功労者 

金島弘会員  髙瀬幸雄会員 

 

 

【出席報告】 

会員総数４０名  

出席計算３６名  

出  席２８名   

欠  席 ８名  

出席率 ７７．７８％ 

欠席者：石毛(英)君・永澤君・田中君 

佐藤君・櫻井(公)君・鈴木君 

富永君・高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】  

11/12銚子東ＲＣ   大岩君 

11/18東京中央新ＲＣ 金島君 

 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥11 ,000 計 ￥291,000 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 18,720 

米山 BOX ￥ 3,300 計 ￥ 21,950 

希望の風 ￥ ― 計 ￥120,000 

次週（１１月２７日）のプログラム 

「新入会員卓話」 

多部田 恵子会員 

お弁当：桔梗屋（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


