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2020-2021年度 ＲＩ会長テーマ 

ロータリーは機会の扉を開く 

ROTARY OPENS OPPORTUNITIES 

ＲＩ会長 ホルガー・クナーク 

 

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 

ガバナー漆原 摂子 (勝浦RC)  

広報・会報委員会   

委員長  金島   弘  

副委員長 大岩 將道  委 員 上総 泰茂 
  

 

今週のプログラム 

「米山奨学生卓話」 

ﾊﾞﾝﾀﾞｰﾗﾅｰﾔｶ ｼｮﾊｰﾝ ﾏﾙｳｨﾝﾀﾞﾔｽ 様 

前回例会報告（７月８日） 
点鐘：田中 英子会長 

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：銚子東ＲＣ会長 石毛 園子様 

            幹事 石毛 正明様 

（就任挨拶） 

会長挨拶 
 はじめに、本日は銚子東ロータリークラブより、石毛

園子会長、そして、石毛正明幹事がおみえになって

おります。後程ご挨拶を頂きますので、どうぞよろしく

お願い致します。 

 ご存じの方も多いかと思いますが、昨日銚子市内に

おきまして、新型コロナウイルス新規感染者が２名確

認されました。感染者は２０代男性と、３０代女性で、

東京都と同じように若者の感染者です。過剰に反応

することはないと思いますが、皆様も気を抜かず、な

お一層の感染予防を心がけて頂きたいと思います。 

 このように、まだまだコロナウイルス感染症拡大が収

まらない中、先週末 7 月 4 日未明には、九州南部に

大雨警戒最高レベル５の大雨特別警報が出されまし

た。未明から昼にかけて記録的豪雨に見舞われ、熊

本県の球磨川の決壊は、多数の尊い命を奪い、甚大

な被害を及ぼしました。その後、福岡、佐賀、大分、長

崎にも記録的大雨となり、各地で被害が出ております。 

また、本日午前６時３０分には、岐阜・長野にも、大

雨特別警報が出されました。これまでに経験したこと

のないような大雨で、命を守るために最善を尽くさなけ

ればならない状況だそうです。人命優先、被害が最小

であることを祈るばかりです。お亡くなりになられた方

々に心より哀悼の意を表し、被害にあわれた皆様方の

１日も早い日常への復旧を心よりお祈り申し上げます。 

 同じく７月４日（土）には、三井ガーデンホテル千葉

にて、「２０２０学年度ロータリー米山記念奨学委員会 

カウンセラー・米山奨学生研修会」が開催されました。

当クラブからは大里忠弘カウンセラー、米山記念奨学

生のショハーン君、そして、千葉科学大学留学生別科

の船倉武夫別科長にも参加して頂きました。この研修

会もコロナウイルス感染症拡大防止の観点から開催

が危ぶまれておりましたが、無事開催できて一安心で

す。 

さて、ここ何年か５０年、１００年に１度というような記

録的な豪雨が毎年のように起こるのは、積乱雲が帯状

に固まる「線状降水帯」が原因とみられ、それは地球

温暖化の影響で発生しやすくなっているそうです。 

また、地球温暖化の影響の１つに、広範にわたる永

久凍土の溶解が懸念されております。永久凍土は数

十億トンに上る温室効果ガスを内包しており、溶解に

よりそれらが大気中に放出されるだけではなく、長年

氷に閉じ込められてきた病原菌やウイルスなどの放出

にもつながると、科学者たちは警告しています。 

先日も申し上げましたように、７月１日より、プラスチ

ック製レジ袋が有料化となりました。プラスチックは製

造するときにも、廃棄するときにも、地球温暖化に繋が

る CO₂を排出します。また、排出されたプラスチックご

みが河川などを通じて、また、海域に直接排出される

ことによって、世界全体で毎年 800 万トンものプラスチ

ックごみが海に溜まり続けています。こうした大量のプ

ラスチックごみは、既に海の生態系に甚大な影響を与

えており、このままではますます悪化し、２０５０年には

海洋中のプラスチックごみの重さが、魚の重さを上回

ると試算されています。 
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日本の一人当たりのプラスチック容器包装の廃棄

量は主要な地域・国の中で 2 番目に多いと言われて

います。プラスチックごみの問題を解決するためには、

いわゆる 3Ｒ、「リデュース（Reduce）＝出すごみの総量

を減らすこと、リユース（Reuse）＝再利用すること、リサ

イクル（Recycle）＝再生産に回すこと」が必要不可欠

です。 

たかがレジ袋１枚かもしれませんが、小さいことから

コツコツと、地球温暖化防止の為、４つのテストの「み

んなの為になるかどうか」を考えながら、実践していき

たいと思います。 

幹事報告 

【週報拝受】八日市場ＲＣ 

【活動計画書拝受】館山ＲＣ 

1. 地区大会記念誌拝受 

…直前ガバナー事務所 

2. 2020年 7月ロータリーレート１ドル＝107円 

3. 月信についてのお願い 

4. ロータリー文庫よりお願い 

5. ガバナーノミニー・デジグネート 

（2023-24年度ガバナー）候補者推薦 

6. MyROTARY のシステム障害継続についてお詫

び(2020/7/2) 

7. ロータリー全国囲碁大会のご案内 

…ガバナー事務所 

8. 2020 年銚子市国際交流協会定期総会の開催

結果および日本語教室のお知らせ 

…銚子市国際交流協会 

【例会変更】 

八日市場ＲＣ 

7月 28日（火）夜間移動例会 点鐘 18：30 

 柿岡屋 納涼会のため 

＊7 月 7 日、14 日、21 日に関しましては通常例会を

予定しております。（オンライン併用） 

成田空港南ＲＣ 

7月 16日(木)休会 

   23日(木)祝日につき休会 

   30日(木)夜間例会 点鐘 18時 

小見川ＲＣ 

7月22日(水）休会定款第8条第1 節（c）により 

7月29日(水)休会定款第8条第1 節（c）により 

新型コロナウィルス感染拡大防止の為、弁当の持ち

帰り   時間は18時半〜19時の30分の例会 

銚子東ＲＣ 

7月28日(火)定款第7条第1節ⅾにより休会 

会員の記念日   
入会記念日   

松本 恭一会員(7月4日） 鈴木 達也会員(7月5日） 

髙瀬 幸雄会員(7月6日） 杉山 俊明会員(7月7日） 

 

ニコニコＢＯＸ  
✧銚子東ＲＣ 会長 石毛園子様 幹事 石毛正明様 

この度銚子東ＲＣの会

長幹事に就任致しま

した。 

1 年間、銚子ＲＣの皆

様のご指導、ご協力

お願い致します。 

✧石毛充クラブ奉仕委員長   宮内龍雄職業奉仕委員長 

櫻井公恵社会奉仕委員長 信太秀紀国際奉仕委員長 

須永清彦青少年奉仕委員長 

本年度五大奉仕委員会はこのメンバーで田中会長を

支えます。足を引っ張らない様がんばります。 

１年間ご指導の程どうぞよろしくお願いいたします。  

✧ 宮内清次会員 

田中英子会長 髙瀬幸雄幹事年度がスタートしました。

新型コロナ禍の環境で非常に大変ですが、健康に十

分注意してご活躍ください。 

✧大里忠弘会員 

息子が人吉市近郊に働いております。球磨川氾濫に

際し、大変心配しておりましたが、無事であるという事

で夫婦共々ホッとしております。 

被災された方々にはお見舞い申し上げます。 

✧金島 弘広報・会報委員長 

広報・会報委員会 1 年間宜しくお願い致します。会報

の投稿も宜しく！！会社の下でのホタルツアーご案内

致します。 

✧寺内忠正会員増強委員長 

本年度も会員増強という大役を賜りました。会員の皆

様にも情報を広くいただけると助かります。よろしくお

願いいたします。 

✧多部田恵子親睦活動委員長 

この度は親睦委員長という大役を仰せつかり大変困

惑しておりましたが、優しい田中会長のご配慮により

宮内秀章前会長をはじめ皆様方より指示を仰ぎ、精

一杯務めて参ります。至らない私ではございますが、

どうぞ宜しくお願い致します。 

卓 話 ＝五大奉仕委員長就任挨拶＝ 

クラブ奉仕委員会  石毛 充委員長  
今年度、クラブ奉仕委員長を

仰せつかりました石毛充です。

宜しくお願い致します。クラブ奉

仕委員会はロータリー活動の根

幹を成す委員会だと思います。

その責任の重さに身の引き締ま

る思いであります。   

田中英子会長の掲げる「会員

基盤の強化と、5 年後のクラブの在り方について考え
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る」を重点目標としてクラブの活性化を考えます。昨年

度は新型コロナウイルス感染防止により例会の休止が

続きました。 

例会運営委員会では例会プログラムの充実と、まだ新

型コロナウイルスの終息が見えない現状も踏まえて、

オンラインでの例会開催も検討しています。次に親睦

委員会は会員との親睦を深め合い、また家族との楽し

い時間を過ごして頂ける様な計画を検討しています。

会員と家族の親睦がより良い形で図っていける様、親

睦会の在り方を考え活動して参ります。続きまして会

員増強委員会は、永遠の課題でもある会員増強に尽

力して参りますので会員皆様のより一層のご協力を頂

きたいと思います。また退会防止対策も同時に考えて

行きたいと思います。次に広報・会報委員会では地元

地域の皆様に広報活動や情報の発信を行なって参り

ます。最後に副島例会運営委員長、多部田親睦活動

委員長、寺内会員増強委員長、金島広報会報委員

長との連携をとり、各委員会活動が計画通りに進行で

きる様努めて参ります。1 年間どうぞ宜しくお願い致し

ます。 

職業奉仕委員会   宮内 龍雄委員長 
本年度、職業奉仕委員長

を拝命しました、宮内です。こ

れで私の 15年間のロータリー

のキャリアにおいて、会長、幹

事、五大奉仕委員長のすべ

てを経験させて頂くことになり

ます。各役職において、様々

なロータリー活動を学ぶことが

できました事を、改めて皆様に感謝申し上げます。ロ

ータリーにおける職業奉仕は、基本理念である決議

23-34 においても、またロータリーの目的にも多くの文

言によって、説明されています。 

皆様に置かれましても、是非とも再読をお願い致しま

す。本年度、田中 英子会長は「会員基盤の強化と、

五年後のクラブの在り方について考える」を重点目標

とされました。 

現在、未曾有のコロナウイルス禍の中での、ロータリー

クラブの抱えている諸問題を提起して、職業奉仕委員

会の主導により、「5 年後の銚子ロータリークラブのビ

ジョン」の作成を致します。また活動する職業奉仕委

員会にする所存であります。皆様のご指導、ご協力を

心よりお願いして、委員長挨拶と致します。 

社会奉仕委員会   櫻井 公恵委員長 
本年度の社会奉仕委員会は

私櫻井と、副委員長に山崎会

員、そして宮内清次会員、永澤

会員、吉原会員というメンバー

構成になっております。 

本年度予算は例年の希望の風

奨学金、委員会予算に加え、

200,000 円を申請し、800ｍｌのアルコール除菌剤を

120 本用意しました。まさに本日例会終了後、会長と

共に銚子市、越川市長のもとにお届けして参ります。

配布先は市にお任せすることにしましたが、お使いい

ただく方にロータリーの活動と知っていただくため、銚

子ロータリーのシールを貼りました。 

長期休会中に田中会長から提案があり、佐藤会員か

らはアルコール除菌剤の購入先のご紹介を、島田会

員よりシールのアイデアを、石毛会員に製作をいただ

き、先ほど社会奉仕委員会 5名全員集合で貼り終え、

この後は永澤会員に運んでもらってお届けするという

連携プレイです。寄贈の様子は金島広報会報委員長

と大衆日報紙に取材いただく運びとなっております。

後日記事をご確認ください。 

地域・環境保全委員会は山崎委員長が担ってくださ

います。記念樹の点検、駅前花壇の維持・管理等、継

続事業がたいへん多い委員会です。また、先週の会

報にお知らせがあったように、旧文化会館前の創立

40 周年記念植樹の蘇鉄は伊藤浩一会員に綺麗に剪

定していただきました。心より感謝申し上げます。 

このコロナをやり過ごすためにできること、守ること、住

む人訪れる人に少しでも心の平穏が取り戻せるよう

「地域社会のみなさんのためになること」を遂行いたし

たく、オール銚子ロータリーのみなさまのご協力を心よ

りお願い申し上げまして就任の挨拶とさせていただき

ます。1年間どうぞよろしくお願いいたします。 

国際奉仕委員会   信太 秀紀委員長 
本年度国際奉仕委員長を務

めさせていただきます信太で

ございます。 

ホルガ―・クナークＲＩ会長によ

る 2020-21年度のテーマは「ロ

ータリーは機会の扉を開く」で

あります。国際社会に対して

「ロータリアンとして何ができる

のか」、「どうしたら世界への理解、親善、支援をさらに

深めていくことができるのか」を、考える一年にしたい

と思います。活動計画といたしましては、サウスダバオ

ＲＣ（友好クラブ）との交流、米山奨学生の受け入れと

支援、千葉科学大学留学生との交流、財団・米山奨

学会委員会との連携、などですが国際情勢を見極め

ながら慎重に実行していきたいと思っております。よろ

しくお願いいたします。 

青少年奉仕委員会  須永 清彦委員長 
青少年奉仕委員長に就任

致しました須永です。宜しくお

願い致します。本年度、青少

年奉仕委員会は、副委員長 

兼 ロータアクトクラブ委員長

の島田会員、委員に前委員長

の松本会員・猿田会員・冨永
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会員・吉原会委員といった強力な布陣で活動を行わ

せて頂きます。 

 まず今回この大役を仰せつかるにあたり、継続事業

について確認をした所、例年通りの活動が殆ど行えな

いのではないかと思っております。田中英子会長の始

球式を楽しみにしていた「関東近県中学生野球大会」

の中止をはじめ、昨年の活動計画のすべてにおいて

中止または、不明となっております。クラブ協議会での

活動計画で「学習の補助や大会等の支援ができない

か検討していきます」と記載させて頂きましたが、小中

高校生対象の大会等が 11月 12月といった時期の大

会も中止になっているようです。一部の競技では独自

大会の開催もあるようですが、秋まで対外試合等を禁

止している学校もあるとの事ですので、年度が始まっ

たばかりですが、自分の無力さを実感しています。逆

に何か当方で支援が出来そうな行事があれば是非情

報をご教示願います。 

このような状況下ですが、活動計画にあるロータアクト

の活性化に力を入れたいと思います。 

島田ロータアクト委員長を中心に活動を行っていきま

すが、松本前委員長の指摘にもあった通り、地区での

活動も大事ですが、大学内での活動も大事だと思い

ます。このような状況化こそ、近隣での奉仕活動に力

を入れる事を目標にします。アクトでの不安な点は、

大学が入学式の中止及び 6 月末までリモート授業だ

った為、キャンパスに人影が無く、新 1 年生の勧誘活

動が出来ていない点です。 

多少贅沢な悩みですが、全学年でもっと会員を増や

したいと思います。 

また、今年も 2790 地区のロータアクトクラブ会長幹事

会を輪番で行うそうです。第一回目を千葉科学大学ロ

ータアクトクラブが担当するそうで、8 月 1 日にこの例

会場で行うとの事でした。 

ロータアクトの活性化以外ですが、2021年 2月予定の

ＲＹＲＡ、2021 年 5 月予定の青少年奉仕月間での卓

話と年度後半の予定となります。まだどうなるか分かり

ませんが、出来る限り例年通りの開催・参加を願って

おります。 

最後、繰り返しのお願いでは御座いますが、支援でき

る行事自体が少ない年度になりそうです、開催行事の

情報等ありましたら、是非ご一報頂けると幸いです。ま

た、私、褒められて伸びるタイプですので、「叱咤・激

励」ではなく「激励・激励」でお願い出来ればと思いま

す。どうぞ一年間宜しくお願い致します。 

委員会報告高橋宏資クラブ研修・情報委員長  

 

 

ロータリーの友 7月号紹介 

 

 

 

【出席報告】  

会員総数３８名 出席計算３６名  

出  席３０名  欠  席 ６名 

出席率  ８１．５８％ 

欠席者： 泉君・木曽君・村田君 

鈴木君・高橋宏明君・富永君 

【Ｍ Ｕ】  

７/１４銚子東ＲＣ 宮内(秀)君・高橋君 

田中君・寺内君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 
本年度は安心して過ごせる社会生活を維持するた

めに地域社会におけるウイルス感染予防対策の一環

として、公的施設で使用できる除菌剤の配布をしま

した。              （2020/7/8） 

 

 

 

 

 

 
  シール貼り 

 

 

 

 

 

 

 
手指消毒液 120本を 

銚子市へ寄贈 

 

 

 

 

越川市長より 

感謝状を頂きました。 

ニコニコ BOX ￥30,000 計 ￥76,000 

スモールコイン ￥ 2,554 計 ￥ 2,554 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 2,210 

希望の風 ￥ ― 計 ￥29,020 

次週（７月２２日）プログラム 

「新入会員卓話」 

 廣瀬 修一会員 

お弁当：大新（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁当：辰巳家（にぎり） 

 

 

 

 

社会奉仕委員会 事業報告    


