
  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

第３０８４号（２０２０年７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 
  

 
 

今週のプログラム 

２０２０－２１年度 第一例会 

「会長・幹事就任挨拶」 

田中 英子会長 

髙瀬 幸雄幹事 

前回例会報告（６月２４日） 

点鐘：宮内 秀章会長 

ロータリーソング：それでこそロータリー 

ビジターなし 

会長挨拶 

皆さん、こんにちは。先般お配りいたしました

ロータリーの友５月６月号の第２７４０地区千

葉憲哉ガバナーの記事に、私も共感する内容が

掲載されておりました。 

その内容とは、千葉ガバナーの公式訪問の際「ロ

ータリーは何」といった質問が出たそうです。更

に新会員のセミナーでも会員が抱く５つの疑問

として「ロータリーは何」「ロータリーに入会し

て何の得があるの」「ロータリーとライオンズは

どう違うの」等が挙がりましたが、この疑問は一

言で解決できると仰っています。その一言とは

「奉仕の理想」だそうです。奉仕の理想とは「他

人のことを思い、他人のために尽くすこと」、ロ

ータリーの目的は奉仕の理想を実践することで

あるとあります。そしてロータリーの奉仕はク

ラブ・職業・社会・国際・青少年の５つがあり、

その全てで「奉仕の理想」が実現されていなけれ

ばならないと締めくくられておりました。私も

今年度、ロータリークラブについて色々と勉強

し皆さんにお話しさせて頂きましたが、同じく

この質問に悩んでおりましたので、この掲載記

事を読み 大変参考になりました。 

ここで１つ補足させていただきますと、２０

１３年ロータリーの綱領の全面的な改訳に伴い、

現在は「奉仕の理想」から「奉仕の理念」と訳さ

れております。 

会員みなさんも捉え方、考え方は様々だと思い

ますが、私はこの記事を読み、スッと腑に落ちま

した。この「奉仕の理想」を念頭に置き、私も７

月より新たにロータリー活動に取り組んで参り

たいと考えます。 

本日は、今年度最後の会長挨拶となります。１年

間、私の拙い挨拶を寛容の心でおつきあい頂き

ましたことに感謝を申し上げます。ありがとう

ございました。 

幹事報告 
1. 月信号外‐７ 

2. 郵便投票結果報告（決議審議会提出決議案） 

3. ＲＬＩパートⅡ開催ご案内 

…ガバナー事務所 

4. 2020-21年度クラブ（公財）Ｒ米山記念奨学会

委員長セミナーのご案内 

5. 次年度地区関係負担金お振込みのお願い 

6. 2021年台北国際大会のご案内資料 

…ガバナーエレクト事務所 

7. 夏の交通安全運動の実施について 

…銚子市交通安全都市推進協議会 

8. ダメゼッタイ普通運動および国連支援募金運

動実施について 

…海匝保健所地区協議会 

9. 令和 2 年度第 1 回銚子市世界大会等キャンプ
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誘致推進委員会の議案の可否について（報告） 

…銚子市世界大会等キャンプ誘致推進委員会 

【例会変更】 

市原ＲＣ20-21年度例会曜日変更のお知らせ 

旧水曜日例会→新第一・第三の木曜日変更 

旭ＲＣ 

事務局・例会場変更⇒ 旭市商工会 3階会議室 

会員の記念日  

お誕生日おめでとうございます。 

猿田 正城会員(6月 27日) 

結婚記念日 

山崎 芳樹会員(6月 25日) 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧ 宮内秀章会長・寺内忠正幹事 

一年間ありがとうございました。 

✧ 田中クラブ奉仕委員長・大里職業奉仕委員長 

永澤社会奉仕委員長・宮内国際奉仕委員長 

松本青少年奉仕委員長 

会員の皆様のおかげで無事１年終えることがで

きました。心より感謝申し上げます。ありがとう

ございました。 

✧ 髙橋宏資ＳＡＡ（Sergeant at Arms） 

一年間御協力、そして御指導ありがとうござい

ました。 

 

✧石毛例会運営委員長 

本日をもって無事例会プログラムが終了致しま

す。一年間ありがとうございました。 

✧大ニコニコ 信太秀紀会員 

昨晩、テレビ出演させていただきました。ご覧に

なったみなさまありがとうございました。とい

うわけで大ニコニコです！！ 

✧宮内清次会員 

宮内秀章会長・寺内忠正幹事、１年間会長職、幹

事職お疲れ様でした。今後共ご指導宜しくお願

い致します。 

✧石毛英俊会員 

3年半の間大変お世話になりました。誠に残念で

すが、今回退会させて頂くことになりました。で

も皆様とは今後もお会いできたらと思います。

ありがとうございます。 

 

 

 

卓 話 

＝会長退任挨拶＝   宮内 秀章会長 

この一年間、銚子ロータリークラブの会長を務

めさせて頂きありがとうございました。 

３月より休会が続き、このままでいくとファック

スでの退任の挨拶で終わってしまうのではないか

と心配しておりましたが、本日皆さまの前でこの

ようにお話し出来ることに喜びを感じております。 

今年度は、千葉県に甚大な爪痕を残した台風１

９号や未だに終息していない新型肺炎コロナウイ

ルス感染症により、クラブ運営に大きな支障をき

たすこともありました。中でも台風後の出席率の

低下や、外出自粛令を受け３ヵ月もの間、例会の休

会を強いられた時の気持ちは今でも忘れられませ

ん。前例のない災害下での運営は非常に戸惑いも

多く不安でしたが、先輩方の助けもあり６月より

変則的にでも例会が再開できましたこと、そして

無事任期を満了出来ますことに感謝しております。

大変勉強になりました。 

このような出来事のあった一年間でしたが各役

員を始め会員皆さまには大変ご活躍いただきまし

たことに心から御礼を申し上げます。 

まず田中英子委員長率いるクラブ奉仕委員会で

は、趣向を凝らした例会を設営していただきまし

た。１０月には淵岡会員にご協力いただき、ヤマサ

醤油株式会社での移動例会そして職業奉仕委員会

とタイアップした職場訪問と、貴重な時間を過ご

すことができました。また、合同例会では落語家の

桂竹千代さんをお招きし、石毛例会運営委員長な

らではのアイデアが盛り込まれ笑いに包まれた楽

しい時間を過ごしたことは強く心に残っておりま

す。 

次にクラブとして常に課題となる会員増強では、

やむを得ない事情により年度内で３名の退会とな

りました。しかし、佐藤直子会員増強委員長のご尽

力により新入会員として多部田恵子会員、吉原祐

真会員、廣瀬修一会員３名の方をお迎えすること

ができました。純増には至りませんでしたが、これ

からのクラブの活性化に繋がってくれると確信し
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ております。 

そしてクラブ内の大切な潤滑の役目である親睦

委員会では、新入会員歓迎会から始まり常に素晴

らしい企画運営をしていただきました。私個人的

に一番思い出深いのはクリスマス家族親睦会であ

ります。寺内幹事をはじめ若手メンバーには渋々

ながらもタヒチアンダンスでの入場に協力いただ

きました。ありがとうございました。 

大里委員長率いる職業奉仕委員会では、月初の

例会でロータリーの目的を朗読し、ロータリアン

としての意識向上を図っていただきました。そし

て、先ほど申し上げた職場訪問の実施はクラブと

しても久々に行われたことと思います。奉仕の中

の代表たる職業奉仕として有意義な時間を過ごす

ことが出来ました。また、１２月には銚子第６中学

校に於いて信太会員より出前教室を実施して頂き

ました。１，２年生の１５名が参加し、子供達に夢

を与える講義はとても素晴らしいものでした。あ

りがとうございました。 

社会奉仕委員会では、年度初め早々に社会を明

るくする運動や全国交通安全運動等多数の参加を

いただきました。中でも、駅前花壇の手入れでは夏

休み期間中の水やりも計画的に担当を決め、年度

末にも関わらず今月半ばにも花植えの実施をして

くださいました。ありがとうございました。 

国際奉仕委員会では、７月に宮内龍雄委員長を

筆頭に私を含め７名で米山学友会世界大会地モン

ゴルへ銚子クラブより参加してまいりました。大

変貴重な経験であり、且つ楽しいひと時となりま

した。また本年度はグローバル補助金奨学生とし

て、工藤幸介さんがスイスに留学されました。島田

ロータリー財団委員長には、当クラブとして初め

ての試みにご尽力いただきありがとうございまし

た。２年後、工藤さんの成長された姿を拝見すると

共に、お話しを伺うのがとても楽しみであります。

そして今年度は米山奨学生のウィーラッペルマ 

ヴィクム デルシャンさんが無事にご卒業されま

した。高瀬米山記念奨学委員長、カウンセラーとし

て温かいフォローをいただきありがとうございま

した。また、新たに同国出身のバンダーラナーヤカ 

ショハーン マルウィンダヤスさんを受け入れる

ことになりました。二期連続は稀ですがどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

つづいて青少年奉仕委員会は、年度当初より松

本委員長から多くの事業案を考えていただきまし

た。年明けには委員会を開催し、「風力発電につい

ての副読本」を子供達に提供することでようやく

内容を煮詰め、これからという時にコロナウイル

スにより実施を断念することになりました。年度

のメイン事業でしたので非常に残念でなりません

が、いつかこの企画が復活し実施されることを願

っております。 

高橋ＳＡＡは本日所用のため欠席しております

が、この一年間私と幹事を常に支えてくれ運営に

対しても助言等をいただき、ベテラン会員ならで

はの進行を務めていただき安心して例会に臨むこ

とができました。ありがとうございます。 

そして女房役に徹してくれた寺内幹事には、私

が苦手とする細かな作業などを率先しておこなっ

ていただき、私の気ままにも付き合いいつも私を

支えてくれました。本当にありがとうございまし

た。 

一年を振り返れば、委員会の努力が報われずに

メイン事業を遂行出来なかったことは悔いが残り

ます。しかし、当時、供給不足であったマスクを何

とかして調達し、僅かではありますが地域の子供

達へ貢献できましたことはクラブ会員の結束によ

り可能となった事業であったのではないでしょう

か。今後もロータリーは歴史、慣例に則り運営して

いくだけではなく、状況に柔軟に応じて地域のニ

ーズにこたえられる奉仕をしていく役割を担って

いると考えます 

最後に、終わり良ければ全て良しという言葉が

あります。至らぬ会長ではありましたが、その言葉

に甘えさせていただき、非常事態を共に乗り越え

一年間支えてくださいました理事、役員をはじめ、

会員皆さまへ心から感謝を申し上げ、退任の挨拶

といたします。 

一年間ありがとうございました。 

 

＝幹事退任挨拶＝    寺内 忠正幹事 

皆様こんにちは。 

とうとう今日という日がやってきました。 

まず、このような機会を頂きました事と、１年間つ

たない幹事報告にお付き合いいただきました、銚

子ロータリークラブの全会員の皆様、そして改め

て宮内会長に感謝とお礼申し上げます。ありがと

うございました。 

思い返せば１年前櫻井さんから幹事のバッジを頂

き、宮内会長のスローガン、“会員相互の親睦と地

域への奉仕”を念頭に活動を行ってきたつもりで

すが、なかなかうまくいかなかったと思います。 
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私の本年度はなんといってもモンゴルから始まり、

地区大会の参加など各場面、場面で色々な方とお

会い出来ました。これも幹事をやってなければ、な

かなかできない事と思います。 

それにもまして、今も続いております、コロナウィ

ルスの影響です。正直、この退任あいさつを考える

際、コロナウィルス対応・例会の事・留学生の工藤

君の事などしか出てこず、会報を見返して、あぁモ

ンゴル行ったな、会長のフラダンスやらされたな

やったなと、私にとってはちょっと前の事がまる

で昔の事と思える位の影響でした。 

ある意味このような年度もなかなかないと思いま

すので、これもまた一つかなと。 

このような中、高瀬次年度幹事もこの状況下面倒

が多いと思いますが頑張って下さい。とエールを

送りまして退任のご挨拶とさせていただきます。 

皆様本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
【出席報告】 

会員総数４０名 出席計算３７名  

出 席  ３２名  欠 席   ５名  

出席率 ８６．４９％ 

欠席者：村田君・高橋宏資君 

鈴木君・富永君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】  

6/27第８Ｇ正副会長幹事会   

宮内(秀)君・田中君・髙瀬君・寺内君 
 

 【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

【近 況 報 告】 GG 奨学生 工藤 幸介さん 
こちらは先週の 6月 14日（日）に期末試験を

終え、2学期目を無事に終えることができました。 

その翌日の 6月 15日から夏休みが始まりました

が、私は学校に併設している安全保障関連の研

究所でインターンシップの機会をいただくこと

ができ、1日 5時間程度ですが、7月末まで同所

で働く予定です。 

改めまして、無事にスイスの大学院留学生活も 1

年を終えようとしております。振り返りますと、

新型コロナウィルスの影響など様々な困難もご

ざいましたが、総じてとても充実した 1 年でし

た。 

これもひとえに、皆様の温かなご支援のおかげ

だと日々感じております。2年目は更なる飛躍と

遂げたいと存じますので、引き続き、よろしくお

願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

創立４０周年記念植樹の蘇鉄（旧文化会館前） 

 

 

 

 

 

 

 

「親睦の樹・奉仕の樹」 
伊藤浩一会員により剪定され、綺麗になりました。

有難うございます。 

                       

 

編集後記     

 本号をもって、2019-20年度会報の発行を終了

致します。 

昨年の 7 月 10 日発行 3048 号から最終の 3084

号、（新型コロナウイルス感染拡大予防の為の休会

中）5 月 13 日発行号を加え、37 回無事発行する

ことができました。 

卓話者の皆様、会員の皆様のご協力に深く感謝い

たします。 

2019-20 広報・会報委員会  

石毛英俊 山崎芳樹 大岩將道 

ニコニコ BOX ￥ 53,000

￥150,000 

 

計 

 

￥749,010 

スモールコイン ￥  1,800 計 ￥ 38,571 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 39,566 

希望の風 ￥100,000 計 ￥319,000 

次週７月８日のプログラム 

「五大奉仕委員長就任挨拶」 

 

お弁当：京華苑（中華） 

 

 

 

 

 

 
国連ジュネーブ事務局で行われたイベントにて友人と。 

 

 


