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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 

「新入会員卓話」 𠮷原 祐真会員 

前回例会報告（２月５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  

ロータリーの目的 

ビジター紹介： 

コスモス奨学金   代表 鈴木 康夫様（卓話） 

スリランカクラブ 会長 石井  弘様 

八日市場ロータリークラブ鈴木 勝也様 
米山奨学生ウィーラッペルマ ヴィクム デルシャン様 

会長挨拶 
皆さん、こんにち

は。早くも２月に入

り暦上では春とは

いえ、まだまだ寒い

日が続きますので

どうか体調管理に

は十分お気をつけ

下さい。 

先週からの活動報

告として、１月３１

日千葉科学大学に

てローターアクトクラブの例会が行われ、須永ロ

ーターアクト委員長、島田委員に出席をいただき

ました。 

つづいて、２月２日成田ビューホテルにてロー

ターアクト三か国交流会が開催されましたが、こ

ちらも須永ローターアクト委員長に出席頂きまし

たので、後ほど報告を宜しくお願い致します。 

さて、先週の銚子・銚子東クラブ合同例会には多

数のご出席をいただきありがとうございました。

まずは、素晴らしい例会を企画してくださいまし

た石毛プログラム委員長、そして和やかな懇親会

を設営してくださいました米岡親睦委員長のご尽

力に感謝の意を表します。終始、親睦と友情を深め

恒例の「手に手つないで」を斉唱し閉会となりまし

た。 

ところで、この「手に手つないで」の由来をご存

知でしょうか。 

この歌は、東京ＲＣ・元第一生命社長の矢野一郎氏

が作詞作曲、編曲は有名な音楽家であり東京西Ｒ

Ｃ会員の藤山一郎氏です。戦後ロータリー復活後

の昭和２６年大阪にて開催された年次大会で披露

されました。これまで全国一地区として開催され

てきた大会はこの年が最後になり、翌年より東日

本と西日本に分割されることが決まりました。そ

こで、地区が割れたとしても、全国どこでも心を通

じ合うことが出来るようにとの熱い想いからこの

歌は作られました。皆で「手に手つないで」を歌い

全国一地区での最後の年次大会は極めて盛会に終

えることができたそうです。以降、ロータリーでは

会合の最後に「手に手つないで」を歌うことが慣例

になったといいます。 

地区という領域を超えて一人ひとりのロータリ

アンを結びつけた歌が「手に手つないで」だったの

ではないでしょうか。私も今まで何気なく手をつ

なぎ歌って参りましたが、由来を知ったことでこ

の歌にも非常に深い想いが込められていること、

またロータリーアンとして友情を重んじる考えの

素晴らしさに感銘いたしました。 



−2− 

第 8回定例理事会報告 

１） ２月３月４月プログラムの件…承認 

２） クラブ協議会の件      

…承認 ２/１９例会終了後開催 

３） 中間決算案の件       …承認 

４） 米山奨学生受け入れとｶｳﾝｾﾗｰの件 

…承認  

５） ﾌｨﾘﾋﾟﾝﾛｰﾀﾘｰｳﾞｨﾚｯｼﾞの件  …承認 

６） 合同例会決算案の件    …承認 

７） 内規改定の件       …承認 

幹事報告 

【週報拝受】銚子東ＲＣ 

1. 平和構築と紛争予防月間 2020年 2月 

2. 2020 年 2 月ロータリーレート１ドル＝110 円 

…ガバナー事務所 

3. 新型コロナウイルス関連肺炎についての注意

喚起（ご報告） 

…公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会 

4. 確定申告用寄附金領収証についてのお願い 

…公益財団法人ロータリー日本財団 

5. 抜萃のつづり その七十九 拝受 

…㈱熊平製作所様 

【例会変更】 

八日市場ＲＣ 

2月 11日(火)定款により休会（建国記念日） 

2月 25日(火)夜間移動例会（観梅会）のため  

点鐘 18：30内山屋 

佐原香取ＲＣ 

2月 1日(土)第 9グループＩＭ13：30 

水の郷さわら川の駅多目的研修室 

  3日(月)地区大会の振替休会 

  24 日(月)振替休会→23 日(日)天皇誕生日の振

替休会 

成田空港南ＲＣ 

2月 8～9日(土・日)地区大会 

  13日(木)休会 

銚子東ＲＣ 

2月 11日(火)定款第 7条第 1節(ⅾ)により休会 

会員の記念日  

誕生日おめでとうございます。 

金島  弘会員(1月 26日) 

阿天坊俊明会員(１月 27日) 

桜井 広和会員(１月 31日) 

山崎 芳樹会員(2月 5日) 

 

 

 

 

 

 

結婚記念日  

上総 泰茂会員(1月 24日） 

金島  弘会員(１月 27日） 

島田洋二郎会員(１月 29日) 

副島 賢治会員(１月 30日) 

泉  英伸会員(2月 2日) 

入会記念日 

泉  英伸会員(1月 24日) 

大里 忠弘会員(2月 5日) 

創業記念日 

島田洋二郎会員(2月 1日） 

ニコニコＢＯＸ  

✧八日市場ＲＣ 鈴木勝也様 

本日は、よろしくお願い致します。 

✧大ニコニコ 猿田正城会員 

節分も過ぎました。いよいよ暖かな春になります。 

✧石毛英俊会員 

１月２９日の合同例会では太陽の里をご利用頂き

ありがとうございました。写真撮影ではお待たせ

してすみませんでした。またよろしくお願い致し

ます。 

 

第２７９０地区フェローシップ委員会 

スリランカクラブ会長 石井  弘様 

（松戸西ＲＣ） 
 スリランカクラブで

は、前回セミナーにて５

つの活動方針を提案させ

て頂き、昨年度は、卓話６

ＲＣ、スリランカへの国

際奉仕活動支援１ＲＣ、

スリランカセミナーの実

施、日本語学校建設へ向

けて調査チームを現地に

派遣しました。スリランカクラブに参加して下さ

る会員は徐々に増え１２ＲＣに広がりを見せてお

ります。本年度は地区補助金事業に参加が認めら

れ第一回事業が２０２０年１月に実施されます。

更には日本語学校建設へ向けて一歩踏み出します。

一歩一歩ではありますが、皆様にご理解頂き活動

の場が広がりつつあります。皆さんの更なるご協

力をお願い致します。 

活動方針 

１） 経済的な困難により教育を継続できない子ど

も達への支援活動 

２） 日本語を学びたい子ども達に日本語学校建設

事業（留学生支援活動） 

３） 日本国内での留学生支援(宿泊施設、アルバイ

ト先の紹介) 

４） 帰国した子ども達への就職支援 
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５） 第２７９０地区各クラブへ卓話でのＰＲ活動、

スリランカへの国際奉仕活動を考えておられ

るクラブへの応援支援 

 スリランカの経済的困難な子ども達が皆様のご 

支援により、成長して両国の懸け橋になって頂く

為のプログラムを立案致しました、会員の皆様が

それぞれの立場で、自由にプログラムを選んで頂

き、スリランカ支援活動に一歩踏み出して頂けれ

ば幸いです。 

 

卓 話 

「スリランカ国の子供達への支援活動と 

子供達の状況について」 

コスモス奨学金 代表 鈴木 康夫様 

発展途上国の中には、スリランカの子どもたち

以上に支援を必要としている子どもたちが多くい

る。それなのに、なぜ私達がスリランカの子どもた

ちを選んで支援しているか。それは、スリランカの

子どもたちの生き方・考え方に惹かれているから

だ。 

彼らの魅力をあげると 

（１） 私達が支援している多くの子どもたちが、

３食満足に食べられない。学用品も買えな

い、そんな環境の中で生活している。でも

学習意欲はものすごく高い。彼らは里親へ

の手紙の中で「私は勉強が大好きです」と

書いている。 

（２） 他人に対する思いやりの心を持っている。

いわゆる「いじめ」などない。困っている

人がいれば必ず手を差し伸べている。私た

ちの支援している子どもたちは毎年、学用

品をもらっている。その学用品を自分だけ

使っている子どもはいない。必ず、自分と

同じように勉強に苦労している子どもに

あげている。 

（３） 目上に人たちへの尊敬の念を持っている。

僧や先生はもとより、両親には接足礼（ワ

ディナワ）で感謝の気持ちを表している。

両親に対しては、朝晩、両親への感謝の言

葉を述べながら接足礼をしている。 

（４） 彼らの将来の夢の多くが、「医師」と「先生」

である。その職業を選んだ理由は「貧しい

人たちを助けたい」「困っている人たちを

助けたい」なのである。 

現地で、初めてスリランカの子どもたちに

会った日本の人たちの印象は、「瞳が輝い

ている」「貧しさを感じさせない笑顔が素

敵だ」である。 

私達は、こんな子供たちに惹かれて支援を始め

た。コスモス奨学金は、２００６年に発足した。月

１，０００円、年額１２，０００円で一人の子ども

を支援している。コスモス奨学金が、他の団体と違

うことは、 

⑴ 里親さんが納める１２，０００円は全額を子ど

ものために使っている。 

⑵ 奨学金以外の幅広い活動もしている。（食糧支

援、浄水器の寄贈、運動用具の寄贈、楽器、辞

書、参考書など寄贈、医療費の支援など） 

これらの活動の資金は、会員やロータリークラ

ブ関係者、有志の方たちからの寄付で賄われて

いる。 

在スリランカ日本国大使館の杉山全権大使か

らは、「コスモス奨学金の活動に感銘を受けた」

とコメントをいただいている。 

米山奨学金交付 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 
宮内龍雄国際奉仕委員長 

昨年１０月のフィリピンミンダナオ島地震で 

家を失った人達のために 

ROTARY VILLAGE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募金箱をまわしますのでご協力よろしくお願い致

します。 
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金島弘クラブ研修・情報委員長 

ロータリーの友２月号の読みどころ紹介 

米岡 孝親睦活動委員長 

吉原会員歓迎会 

２月１２日(水)１８：３０～ 常陸 

都合により会場を変更させていただきました。皆

様のご参加を心よりお待ち申し上げます。 

須永清彦ＲＡＣ委員長 

1/31ＲＡＣ例会・2/2三カ国交流会報告 

次回のＲＡＣ例会は 2/25(火)です。 

【出席報告】 
会員総数４１名 出席計算３６名  

出 席  ２７名  欠 席    ９名  

出席率 ７５．００％ 

欠席者：淵岡君・木曽君・村田君・永澤君 

田中君・髙瀬君・鈴木君・富永君 

高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】  

2/8地区大会１日目 宮内(秀)君・寺内君 

2/9地区大会２日目 全員登録１００％ 

【ニコニコ】 

フィリピンロータリーヴィレッジ例会募金  

              ￥45,000お預かりしました。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-20年度 地区大会 
２月９日（日）アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張ホール 

 

 

 

 

 

 

点鐘 諸岡ガバナー 

 
記念講演 「千葉から考えるグローバルとローカル」 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師：千葉大学理事・副学長 山田 賢氏 

 

 

パフォーマンス  

成田高等学校・同付属中学校音楽部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山奨学生紹介 

 

諸岡ガバナーを囲んで 

ニコニコ BOX ￥26,500 計 ￥416,010 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 29,421 

米山 BOX ￥ 2.600 計 ￥ 32,155 

希望の風 ￥ ― 計 ￥172,000 

次週２月１９日のプログラム 

「地区大会に参加して」 

 髙瀬 幸雄会員 常世田祐一会員 

          お弁当：山水(ちらし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/9地区大会(参加 16名)  

石毛充君・石毛(英)君・上総君・金島君・神津君 

宮内(龍)君・宮内(秀)君・宮内(清)君・大里君 

大岩君・島田君・副島君・田中君・髙瀬君 

多部田君・寺内君 

 


