
  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

第３０８０号（２０２０年４月１日発行） 
 

 

      

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 
  

 
 

4.1 第 10回理事会報告 
１） ４月５月６月プログラムの件   

…承認 ４月例会は全て休会 

２） 親睦旅行の件      …承認 中止 

３） 新旧クラブ協議会の件 …承認 6/10予定 

４） 地区研修・協議会の件 …承認  

 

前回例会報告（３月２５日） 

会長挨拶 
皆さん、こんにちは。３

月はコロナウイルス感染

防止の為、第１例会より休

会となりあっという間に

月の後半を迎えました。政

府の自粛要請の中、現在に

至っても一向に終息する

兆しが見えません。むしろ、

世界的には感染者が増加

しております。例年でしたら、日本国内では桜の

花見シーズンを迎え、穏やかな春の季節を感じ

ているところでありますが、イベント、外出の自

粛とそれどころではありません。また、ロータリ

ー活動でもＰＥＴＳの延期、世界大会の中止と

非常に大きな影響を与えており一刻も早く終息

することを願うと共に、我々自身の体調管理等

にも十分注意を払っていきたいと思います。 

さて、今月は水と衛生月間であります。ロータ

リーの友３月号には世界の「水と衛生」の現状に

併せて、国連サミットで採択されたＳＤＧｓ（持

続可能な開発目標）について書かれておりまし

た。このＳＤＧｓとは国連加盟１９３ヵ国が２

０１６年から２０３０年の１５年間で達成する

ために掲げた目標です。その目標は１７の大き

な目標と１６９のターゲットがあり、６番目の

目標に「安全な水とトイレを世界中に」とありま

す。 

１９９０年以降、新たに約２１億人が改善され

た水と衛生にアクセスできるようにはなったが、

糞べんで汚染されている水を飲料水として利用

せざるを得ない人がまだ１８億人もいると言わ

れているそうです。我々日本人からみれば信じ

難い話ではありますが、現実に世界の中には安

定的な水、衛生的な水に困っている人は沢山お

ります。そして、水は我々人間が生活するうえで

必要不可欠なものであり、飲み水や、トイレの用

水としても人口の増加と共に需要は増加してい

く中、安全な水、衛生施設の不足と保険問題は広

がる一方です。 

また、ロータリーのプロジェクトとしても短期

的なものでは目的を達成することは出来ません。

地元住民との関係構築や、水と衛生に対しての

教育を実行するための継続的なサポートが重要

ですが、実施地が遠方なことから持続可能な為

には沢山の課題があります 

国や地域によっては、インフラ整備等の問題を

抱えており簡単には運ばないところも多々あり

ますが、水の重要性を考え少しでも衛生の向上

を図り汚染による健康被害が無くなることを願

っております。 
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3.11 第 9回理事会報告 
（コロナウイルス感染拡大予防の為 3/11開催） 
１）３月例会の件           

…承認 １８日休会・２５日通常例会 

２）３月４月５月プログラムの件   …承認 

３）地区大会決算案の件        …承認 

４）親睦旅行の件         …継続審議 

５）2020年決議審議会決議案の件   …承認 

６）神津会員退会承認・社会奉仕委員長後任の件 

…承認 後任：永澤会員 

米岡会員退会承認・親睦活動委員長後任の件 

…承認 後任：村田会員 

７）災害支援金調査の件       …承認 

８）米山奨学生受入決定とｶｳﾝｾﾗｰの件 …承認  

3.21/3.26 臨時理事会報告 

１） ３月２５日例会変更の件    …承認 

２） ４月１日８日例会休会の件   …承認 

新型コロナウイルス感染拡大予防のため 

幹事報告 

【週報拝受】銚子東ＲＣ、八日市場ＲＣ 

1. ＲＬＩパートⅡ開催日再度延期について 

2. 2019 学年度米山記念奨学生・終了式及び歓送

会の中止に伴う世話クラブの皆様へお願い 

3. 地区先達と語るﾛｰﾀﾘｱﾝの会中止のお知らせ 

4. ローターアクト年次大会中止のご連絡 

5. 国際大会ホノルル大会中止について 

6. バギオだより第 77号 

7. 財団室 NEWS 2020年 3月号 

8.  2020年 3月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ１ドル＝110円 

9. 2020年 3月 水と衛生月間リソースのご案内 

10. 国際ロータリー出版物販売終了のお知らせ 

11. 2020年決議審議会決議案提出のお願い 

12. ２０２０年２月寄付金レポート 

13. ロータリー財団奨学生応募に関するお願い 

14. 米山奨学生世話クラブ決定のお知らせ 

15. ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰﾆｭｰｽ 2020年 4月号のご案内 

16. 風の便り vol.5 No8（通刊 66号） 

17. ハイライトよねやま２４０ 

18. 米山奨学生・ｶｳﾝｾﾗｰｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝのご案内 

19. 地区補助金申請受付延期のお知らせ 

…ガバナー事務所 

20. 地区研修協議会のご案内 

21. 3/22 開催会長エレクト研修セミナー延期のご

連絡 

22. 地区ＨＰガバナーエレクトコーナーについて 

…ガバナーエレクト事務所 

23. ロータリー米山記念奨学会事務局開室時間変

更のお知らせ 

24. 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ関連に伴う特別対応について 

…公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会 

25. 次年度雑誌委員長への友誌送付について 

…一般社団法人ロータリーの友事務所 

26. ロータリー入門書について 

…㈱北斗企画 

27. ＩＭ延期のお知らせ 

…第 8グループ石井ガバナー補佐 

28. 学位授与式・入学宣誓式中止のお知らせ 

…千葉科学大学 

29. うみなり第 59号 

…銚子地区保護司会 

30. 令和 2 年春の全国交通安全運動実施計画説明

会の中止と要綱送付について 

…銚子市交通安全都市推進協議会 

【例会変更】 

小見川ＲＣ 

3月４日(水)11日(水)休会 

15・16日（土日）親睦旅行中止 

  18日(水)休会 

（新型コロナウイルス感染拡大を考慮） 

  25日(水)定款第 8条第 1節Ｃにより休会 

八日市場ＲＣ 

3月 3日(火)10日(火) 17（火）24日(火) 

新型コロナウイルス感染拡大予防のため休会 

  31日(火)定款により休会 

銚子東ＲＣ 

3月 3日(火)10日(火)17(火） 

新型コロナウイルス感染拡大予防のため休会 

旭ＲＣ 

3月 6日(金)13日(金) 

新型コロナウイルス感染拡大予防のため休会 

  20日(金)休会（春分の日） 

成田空港南ＲＣ 

3月 12日(木)26日(木) 

新型コロナウイルス感染拡大予防のため休会 

   19日(木)休会 

佐原ＲＣ 

3 月 12・19（木）4 月 2 日（木）時間変更（13 時

～13時 30分） 

新型コロナウイルス感染の情勢に鑑み、例会中の

昼食を無しとし、時間変更し開催とします。 

3月 26（木）花見夜間例会→日時未定 
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銚子ロータリークラブ会員 様 

平成２８年１０月入会から３年６ヶ月、ロー

タリークラブの仲間としてご指導ご鞭撻ありが

とうございました。その間、皆様方から機会あ

るごとロータリアンの心についてご教示をいた

だき、少しではありますが、自ら奉仕の心構え

を得たきがいたします。 

これからの余生に活かしたいと思います。 

ほんとうにありがとうございました。 

       令和２年３月   神津 拝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヴィクム君へ 

卒業記念品「大漁旗」とお餞別を 

贈りました。 

 

 

 

 

 

約 1 年半という短い期間でしたが、皆様にか

わいがっていただき本当に楽しい時間を過ごす

ことができました。 

期中で親睦委員長の職を離れることになりご迷

惑をおかけし申し訳ございませんが、お許しい

ただけるものと勝手に決め込んでおります。 

迷ソングリーダーを払拭することなく退会して

しまうことが心残りですが、誰かがバトンを受

け継いでもらえると・・・ 

水戸方面にいらっしゃる際には、お声をかけて

いただけるとうれしいです。本当にありがとう

ございました。 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

３月をもって退会される神津裕之会員、米岡 孝会員よりご挨拶をいただきました。 

2019学年度米山奨学生ウィーラッペルマ ヴィクム デルシャンさん千葉科学大学を卒業 

記念品がデカすぎて、びっくりしました。 

ありがとうございます。 ヴィクム 

 

３月２８日（土）にヴィクム君が山二の事務

所に来た時の写真です。 

スリランカの民族舞踊の写真のようです。 

スリランカでは有名なので、私の事務所に飾

ってくださいとプレゼントされました。 

ヴィクム君の心遣いに感謝します。  
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ニコニコＢＯＸ  

✧宮内 清次会員 

新型コロナウイルスの対応、役員の皆様本当に

お疲れ様です。 
 

【出席報告】１００％ 
【Ｍ  Ｕ】 なし 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

春の全国交通安全運動のお知らせ 
薄暮時街頭監視 

日時：４月１０日(金)・１５日（水）午後４時～ 

場所：銚子大橋交差点 

※参加者はメークアップの対象 

                       

RID2790 ロータリー財団統括委員会 

奨学生・学友委員会より 
【派遣中のＧＧ奨学生について】 

①奨学生の安全を第一に考え、奨学生・受入側ク

ラブ・大学側と話をし決定してください。 

②奨学生が安全に帰国できるのであれば帰国の

方向で動いてください。 

残った方が安全の場合もあるし、大学側より帰

国の通達が出ている所もあるようです。授業打

ち切りの場合、授業料をどうするのか？オンラ

インで帰国後も授業を受けられるのか等、大学

側と協議してください。 

日本財団室の見解としては、case by caseの為、

一概にすべて帰国とは言えないそうです。 

【お願い】 

上記を踏まえまして、奨学生・受入側クラブ・大

学側と話をして頂き、現状のまま留学を継続す

るか？帰国に向けて準備するか？その判断に至

った経緯を返信お願い致します。また、継続・帰

国に関しての答えは最終判断ではありません。

状況が変われば当然答えも変わりますので、現

在の状況を勘案しての判断といたします。 

私たちもベストを尽くしましょう。 

引き続き、宜しくお願い致します。 （3/23） 

上記より工藤君に確認しました。結果的に帰国

しないという結論になりました。詳細は下記の

通りです。工藤幸介さんの近況も含めご覧くだ

さい。☟ 

グローバル補助金奨学生 工藤幸介さんより 
上記ご連絡頂いた件ですが、ご依頼のとおり

協議の末に、現状のまま留学を継続するとの判

断に至りました旨ご回答いたします。 

同判断に至った主な理由として下記 7 点が挙げ

られます。 

1. 米国とは違い、スイス政府から留学生に向

けて帰国を強く促すような勧告は発出されてい

ないこと。 

2. 大学院側からも留学生に向けて帰国を強く

促すような勧告は発出されていないこと。 

3. 大学院では学生の健康や生活に留意すべく、

COVID-19 対策チームを立ち上げ、学生向けにも

サポートの窓口を開設していること。 

4. スーパーや薬局は通常通り営業しており、

生活必需品の入手に問題がないこと。 

5. 学生が自宅での自己隔離を行いながらも学

業を続けられるよう、授業を含めた全ての大学

院のサービスはオンラインに移行されたこと。

（また日本に帰国した場合でもオンラインの学

業の継続は可能であるが、時差が学業のパフォ

ーマンスに与える影響を強く懸念しているこ

と。） 

6. 日本に帰国する際の経路においてコロナに

感染するリスクが非常に高いこと。 

7. 日本への渡航費用、日本での再定住を含め

た引越経費、帰国後コロナが落ち着いた後に再

度スイスにて勉強を再開する際の日本からの渡

航費用及び再定住を含めた引越経費の負担がで

きるだけの財源がないこと。 

改めまして、このような状況において温かいお

心遣いを頂きまして、たいへん感謝しておりま

す。 

まだまだ日々の情勢も変わり、先の読みにくい

状況ではありますが、引き続き健康と安全に特

に留意して参ります。 

また、欧州や米国に続き、日本においてもコロナ

の感染状況が悪化しているとの情報も得ており

ます。気温の変化も激しく、特に体調も崩しやす

い時期でもあると存じますが、銚子ロータリー

のみなさまもくれぐれもお体に気をつけてお過

ごしください。引き続き、よろしくお願いいたし

ます。              （3/30） 

ニコニコ BOX ￥ 2,000 計 ￥443,010 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 34,371 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 34,855 

希望の風 ￥ ― 計 ￥195,000 

今後の例会開催について 

状況に応じて可及的速やかに 

ご連絡申し上げます。     

幹事 寺内忠正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


