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前回例会報告（２月２６日） 

点鐘：宮内 秀章会長 

ロータリーソング：四つのテスト 

ビジターなし 

会長挨拶 
皆さん、こんにちは。先週２０日、２１日に前回

お話をしました日光に行って参りました。一つ驚

いたことは、雪が全く積もっていなかったという

ことです。例年は、積雪や坂道の凍結を心配し日光

駅より一時間弱、路線バスに乗り換え目的地に向

かいますが、今年は心配なく自分の車で走ること

が出来ました。このようなことは初めてです。ま

た、私は仕事で季節商品として灯油を扱いますが、

やはり前年に比べ出荷は１割強程減少しています。

今月の１４日、南極の気温が一時的に２０度を超

えたという記事もありました。毎年、暖冬と騒がれ

てはおりましたがこれほど身に感じた年はござい

ません。健康管理や商売をする上では、例年通りの

四季を感じることができる気候が一番良いのでは

ないかと感じております。 

そして、毎日のように騒がれておりますコロナ

ウイルスでは感染者も増え続けており、経済にも

大きなダメージを与えております。是非、皆さんも

十分に注意していただくと共に早く終息すること

を願っております。 

 さて、３月８日は石井ガバナー補佐が率いる第

８グループのインターシティミーティングが開催

されます。今年度は銚子東クラブが担当です。当日

は、基調講演として株式会社帝国ホテル東京料理

長 杉本雄様、来賓としてヤマサ醤油株式会社会長

の濱口道雄様がお越しなる予定であります。 

このインターシティミーティングとはＩＭと略

称され近隣都市の数クラブが集まって開かれる会

合であります。第８グループでいえば、銚子、銚子

東、旭、八日市場の各クラブが一同に集まります。

目的としては会員相互の親睦と知識を広めること

であり、さらに会員にロータリー情報を伝え、奉仕

の理想を勉強するためとなっております。 

そして、次年度会長・幹事のお披露目の場でもあり

ます。第８グループの４クラブが一同に集まる機

会は、基本的に年に二回でＲ情報研修会とこのＩ

Ｍのみとなります。是非、新入会員の方はもちろん

のこと、まだ出席されたことのない方がいらっし

ゃいましたら、他クラブ会員との親睦を深めなが

ら共に勉強してみてはいかがでしょうか。 

 

臨時理事会報告 

１） ３月例会の件    

…承認 3月 4日・11日休会とする 

新型コロナウイルス感染拡大予防のため 
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幹事報告 

【週報拝受】佐原香取ＲＣ、佐原ＲＣ 

1. チャリティーコンサート中止のお知らせ 

2. 次期規程審議会代表議員の決定について 

3. 災害義捐金についてのお問合せ 

…ガバナー事務所 

4. PETS開催にあたり関係各位に至急配信 

…ガバナーエレクト事務所 

5. 次年度会長・幹事及び物故会員報告のお願い 

6. 諸岡年度クラブ・個人表彰推薦のお願い 

…第８グループ石井ガバナー補佐 

【例会変更】 

佐原香取ＲＣ 

３月例会中止のお知らせ 

ウィルス感染予防のため３月の例会全てを休会 

会員の記念日  

入会記念日 淵岡 彰介会員(2月 21日) 

伊藤 浩一会員(2月 23日) 

創業記念日 小田島國博会員(2月 21日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧大里 忠弘会員 

我家の犬ＢＯＳＳヤマトが先日亡くなりました。 

享年 22 歳(人だと 110 歳)昨年 10 月頃より老衰で

いつ逝ってもおかしくない状態でしたが、がんば

りました。 

卓  話 

物故会員追悼「故加瀬貞治元会員を偲んで」  

宮内 清次会員 

1月中旬、プログラム委員長の石毛充さんから加

瀬貞治先生の追悼卓話を依頼され快くお引き受け

しました。加瀬先生は令和元年 5 月 14 日逝去、6

月8日告別式は本城町の千手院にて営まれました。 

先生の眠る千手院の方向を向いて黙祷をします。 

黙 祷 

ありがとうございました。 

加瀬 貞治氏の略歴 

大正 15年 9月生 

ロータリー入会 昭和４９年１１月 

平成 ２年 米山記念奨学会 委員長 

平成 ５年 ３７代会長 

平成１０年 第７分区 分区代理 

令和元年５月１４日逝去 享年９２歳  

先生のお人柄を知る一文が創立４０周年記念誌に

載っています。全文を掲載致しますので是非ご一

読下さい。 

初めての米山世話クラブの経験 

               加瀬 貞治 

 この度当クラブでお世話する２人目の米山奨

学生黄仁喆君が大学院を修了、博士号をとりめ

でたく帰国される事になりました。カウンセラ

ーを引き受けて下さった関谷善朗会員の多大の

御尽力に対し心から敬意を表します。 

 数年前迄は、大学所在地から遠隔地の当クラ

ブでは、米山世話クラブなど全く考慮の外にあ

ったと思います。 

 １９９１年～９２年度に私が米山奨学会委員

に任命されました。１０月の米山月間の卓話の

折、地区から派遣された二人の奨学生に、地区米

山委員であった多古クラブの澤田良治さんが付

き添って来られました。最後に一言と演壇に立

たれてから、急に世話クラブ参加が避け難い課

題となってしまいました。 

 当時のクラブ財政は、同１年度中に２度の会

費値上げをしてもやっとと言う状態で、又東総

地区では前例のないお誘いで、大変困ったと言

うのが実状でした。この問題に前進命令を下し

たのは小倉会長の決断でした。財源・カウンセラ

ーの人事等諸問題は、後から付け焼き刃的に勉

強させられ、４月の受け入れに向かって急転回

した訳です。 

 ３月になり、留学生との初対面の会合が千葉

京成ホテルで開催される事になりました。この

段階でもカウンセラーの決定ができず、取りあ

えず私の名前を登録する事でスタートを切りま

した。 

 初会合で紹介され、私の隣席についたのが台

湾からの留学生の劉静慧さんでした。落ちつい

た服装で礼儀正しい慧ちゃんを見た時の気持ち

は、まずホッとしたの一語につきました。 

 パーティー終了後共に帰路についた時一緒に

なったのが、同じ台湾から来て鋸南クラブに割

り当てられた林君でした。千葉駅近くの喫茶店

に立ち寄り、お茶をのみながら小一時間話しあ

いました。この時何かのはずみでマリー＆ピエ

ール・キュリー夫妻の話をしました。意外な事に

二人はこの著名な物理学者の名前を知りません

でしたが、興味深そうに聞いていました。後にこ
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の二人が結婚に至るとは夢想だにしませんでし

た。 

 やがて新年度の７月になり、米山委員長に就

任された宮内治助会員がカウンセラーを引き受

けて下さった。慧ちゃんの人柄もあるが、宮内さ

ん御夫妻と桜井広和会長・国際奉仕委員長の織

田会員御夫妻の絶大な協力がこの第１回の世話

クラブを大成功で終る事ができ、今回の２回目

に結びつく最大の要因となりました。 

 急性肝炎での入院・卒論前の東京への図書館

がよい、そして婚約者の修学期間の延長等、彼女

にとって大変な試練が多々あった。 

 「宮内お父さん」「宮内お母さん」としたった

慧ちゃんも慧ちゃんだったけれど、中国存留中

の現地の人々に大変お世話になったお礼だと、

実の娘のように面倒をみて下さった宮内さん御

夫妻の御尽力があったればこそ、クラブの面目

がたち、かつて必ずしも良い結果をあげられな

い事もあった米山奨学事業を成功させる事がで

きました。これが第７分区各クラブに波及して、

当クラブの第２回目の参加に結びついた事は大

きな喜びであり、関係各会員のお力添えに対し

感謝にたえません。 
(創立４０周年記念誌友愛の広場会員投稿より） 

合 掌 

 

 

 

 

 

 

委員会報告  

石毛英広報・会報委員長 
会報において会員それぞれの

奉仕活動を投稿して頂き掲載

したいと思います。互いの奉仕

活動を知る事で会員の個人奉

仕の相互啓発に繋げたいと考

えます。 

【投稿は下記まで】 
クラブ事務局 Fax ０４７９－２５－８７８９ 

Email rotary@choshinet.or.jp 

【出席報告】 

会員総数４１名 出席計算３５名  

出 席  ２４名  欠 席  １１名  

出席率 ６８．５７％ 

欠席者：木曽君・神津君・村田君・須永君 

副島君・寺内君・常世田君・吉原君 

鈴木君・富永君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】 2/25ＲＡＣ例会 松本君・須永君 

【ニコニコ】 

 

 

 
 

 

 

【近 況 報 告】 
２０１９学年度米山奨学生  

ウィーラッペルマ ヴィクム デルシャンさん 
皆さん、こんにちは。米山奨学生のヴィクムです。

あっというまに３月になり、奨学生による在学期

間も終了します。新型コロナウイルス感染拡大の

影響で、最後の例会も休会や卒業式も中止になり、

非常に残念です。 

最近あった出来事を会報で皆さんに報告させてい

ただきます。 

３月１日～２日の２日間に一泊二日のスキー旅行

に行ってきました。金島さんと大里さんと一緒に

行きました。スキーは初めてでしたので、何回も転

んでしまいました。でも、金島さんと大里さんが丁

寧にスキーの滑り方を教えてくれて、段々とうま

く滑ることができるようになりました。二日目は

日光東照宮に行きました。楽しい旅でした。金島さ

んと大里さん、ありがとうございました。 

３月１１日に、成田に引っ越しする予定です。金島

さんが会社のトラックを貸してくれます。金島さ

ん、ありがとうございます。 

米山奨学生になってから、経済的な負担は少な

くなりました。そのため、自分の精力を学業に注ぐ

ことができました。おかげさまで、勉強は順調に進

み、無事に大学を卒業できる見通しがつきました。

それ以上に良かったと思ったのは、生活の面で、お

世話になったことです。米山奨学生になる前は、た

だ勉強とアルバイトだけをやっていてつまらない

ものでした。でも、米山奨学生になってからは、い

ろいろな活動や地区イベントなどに参加させてい

ただいて、本当に勉強になりました。自分の生活も

豊かになり、充実した留学生活を過ごすことがで

きました。この一年間で、多くのロータリアンの

方々と交流を行い、他の奨学生達とコミュニケー

ションを図ることで、自分の視野が広がり、日本へ

来たばかりの私と比べると随分成長したと感じて

います。ロータリアンの皆様とお付き合い、卓話や

いろいろな活動などを通じて、ロータリー精神を

ニコニコ BOX ￥ 4,000 計 ￥441,010 

スモールコイン ￥ 2,550 計 ￥ 34,371 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 34,855 

希望の風 ￥ ― 計 ￥195,000 

次週４月１日のプログラム 

「４代目１０年目の取り組み」 

櫻井 公恵会員 

        お弁当：辰巳家(にぎり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁当：辰巳家（にぎり） 
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実践しながら、日本の文化と深く接して、素晴らし

い体験だと思います。私の人生で忘れられないこ

とです。 

今年の 4 月から成田にある会社に就職します。

大学で勉強したことを生かして数年間、日本で働

きたいと思っています。私にとって、2020 年は人

生の転機の年です。言い換えると、学校から社会

へ、学生から社会人になるからです。将来はどうな

るか分からないですけれども、技術者としていろ

いろな事にチャレンジをしていきたいと思います。

そしてチャレンジする態度は、積極的で、楽観的

に、そして全力を尽くし、頑張りたいと思います。

もちろん、スリランカと日本のかけ橋になれるよ

うに頑張ります。 

また、いつか例会に出席させていただき、近況報

告をさせていただきたいと思っております。 

最後に、ロータリアンの皆さんに、心から感謝を

申し上げます。本当にありがとうございました。             

（2020/3/6）            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【近 況 報 告】 
グローバル補助金奨学生 工藤幸介さん 

3 月 4 日現在、スイスではコロナウイルス感染

が確認されており、1,000 人以上の参加者が見込ま

れるイベントの開催が禁止されております。また、

私の通う学校でも注意喚起がされており、手洗い

うがいの徹底と、コロナウイルスと思われる症状

がでた場合は医療機関での早めの受診と学校への

報告を推奨されております。しかしながら、今のと

ころ学校の運営は通常通り行うとのことです。 

2 月 17 日から 2 学期目となる春学期が始まりま

した。今学期は先学期と違い、必修科目ではなく、

より自分自身の興味に即した授業を履修していま

す。特に私は民間セクターと国際関係、平和構築に

ついて関心が強いので、今学期はこのテーマに関

連する授業をとることができております。履修科

目は、社会科学における定性分析法（必修）、商業

安全保障の政治学、脆弱国家におけるビジネスと

安全保障、アジア安全保障システム、サイバーセキ

ュリティーを履修しております。また必修のワー

クショップとして、開発業界におけるコンサルテ

ィングを受講予定です。どの科目も私の関心のあ

る分野についての授業内容で、現在の世界情勢と

も密接に関連する内容なので、とても興味深く、

日々充実しております。特に商業安全保障の授業

では、隔週で実際に安全保障業界で活躍する方々

がゲストスピーカーとして来訪してくれ、先週は

イギリスに拠点を置く民間の情報（インテリジェ

ンス）関連サービス会社の創設者が来てくれ、貴重

なお話をしてくれました。今後も、来週は国際赤十

字社の職員、その次はマイクロソフトの職員など、

様々な分野で活躍する方々の話を、商業安全保障

というテーマを軸に直接聴けるのはとても刺激的

で、貴重な機会に恵まれていると実感しておりま

す。 また、今学期の終盤からはジュネーブに拠点

を置く国際期間との共同研究プロジェクトも始ま

りすし、定性分析法の授業では修士論文の執筆に

向けてテーマを絞り始めるなど、まだ 2 学期目で

はありますが、着々と来年の卒業に向けて進んで

おります。総じて、国際機関や国際的に活躍する民

間企業など、様々な組織、人間そして情報が集まる

ジュネーブにおいて修士の勉強をできていること

に改めて感謝する日々です。この環境を存分に活

かしていきたいと思います。 

（2020/3/4） 

3月 18 日現在、スイスでは国境が封鎖され、レ

ストラン等生活に支障のないビジネスは閉店する

ことになったようです。ただし、生活必需品を取り

扱うスーパーや薬局は通常通りの営業で、物流網

もそのまま機能するようです。 

また学校に関しましては、先週の金曜日から来週

の月曜（23日）まで休校が決まりました。23日以

降は今学期いっぱい（6月頃）まで授業も完全にオ

ンラインに移行します。コロナによる世界的なパ

ニックの渦中で不便なこともありますが、今のと

ころ大学院での勉強を進める上での最低限の設備、

環境は整っていると感じております。今後、留学を

続ける上で困難なことがございましたら、是非と

もご相談させて頂きます。改めまして、ご心配頂

き、本当にありがとございます。引き続き健康に留

意して生活して参りますので、よろしくお願いい

たします。日本でもコロナの収束まで、まだまだ油

断できない状況であると存じますが、寺内様並び

に銚子ロータリーの皆さまもお体に気をつけてお

過ごしください。引き続き、よろしくお願い申し上

げます。             

（2020/3/18） 


