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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   田 中 英 子 

副会長   石 毛   充 

幹  事   髙 瀬 幸 雄 

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 

UR Lhttp://www.tcs-net.ne.jp/~crc/ 

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 

「新入会員卓話」 

 廣瀬 修一会員 

前回例会報告（７月１５日） 

点鐘：田中 英子会長 

ロータリーソング：それでこそロータリー 

四つのテスト唱和  

ビジター紹介： 

米山奨学生 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 
（奨学金交付・卓話） 

会長挨拶 
本日は、千葉科学大学から、米山記念奨学生の

ショハーン君がおみえになっております。後程、

卓話をよろしくお願い致します。 

先週の例会終了後、櫻井公恵社会奉仕委員長、

金島弘広報・会報委員長とともに、地域の皆様の

新型コロナウイルス感染症予防の一助となるよ

う、銚子市に消毒液を 120 本寄贈して参りまし

た。越川銚子市長から「銚子市役所をはじめ、市

内の公共施設では、毎日多量の消毒液を必要と

しており、銚子ロータリークラブ様からの消毒

液寄贈は大変ありがたく、感謝でいっぱいです。

市民の健康を守るために有効に活用させて頂き

ます。」とのお言葉を頂きました。 

新年度早々にこのような奉仕活動ができたこ

とは、タイムリーで、まさに先日申し上げた「４

つの行動計画」のローテーションの「１.より大

きなインパクトを与える」であり、現に地元紙で

はありますが、大きく取り上げて頂いたことで、

公共イメージの向上に繋がったのではないかと

思っております。 

 そして、本日は地区からのお知らせとご報告

があります。 

 １つは2020年10月17日（土）、18日（日）に予

定されておりました2020-21年度地区大会です

が、新型コロナウイルス感染症の拡大を鑑み、大

会開催について熟慮を重ねた結果、日程が変更

されることとなりました。会場の都合上、土日の

開催が難しく、新しい日程は2021年5月9日(日)、

10日(月)の開催となります。会員の皆様、来年の

予定はまだ真っ白かと思いますので、今のうち

にロータリー手帳の5月10日（月）のところに赤

丸印でもつけておいていただければと思います。

何卒よろしくお願い致します。 

 もう1つは、国際ロータリー2790地区グループ

再編成についてです。2021年7月1日から、現行の

14グループから、10グループへ再編成されます。

当地区会員数が減少するとともに、グループ間

でクラブ・会員数に大きな格差がある現状に鑑

み、数年前より、地区戦略計画委員会を中心に地

区グループ再編成が検討され、2019―20年度諸

岡地区ガバナー年度に「グループ再編会議」が地

区戦略計画委員会管轄下に設置されました。検

討を行った結果の再編成案が、本年6月27日開催

の地区戦略計画委員会において2021年7月１日

施行で採択されると共に、７月４日開催の地区

諮問委員会で了承されました。このグループ再

編成により、グループ別クラブ数・会員数の格差

是正（平準化）を通じ、ガバナー補佐の担当範囲

公平化によるクラブの指導・管理強化、及びグル

ープ間競争環境醸成を図り、依ってクラブの活

動活性化を目指すとのことです。ちなみに、第８

グループは、銚子、佐原、旭、八日市場、小見川
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銚子東、佐原香取の７クラブとなります。 

さて、7月の京都といえば日本三大祭りの 1つ

である「祇園祭」です。祇園祭そのものは平安時

代の８６９（貞観 11）年、京都をはじめ各地で

疫病が流行したことから、疫病退散を祈願した

祇園御霊会が起源と言われています。このよう

に疫病退散を祈願した祇園祭ですが、今年は皮

肉にも新型コロナウイルス感染拡大の終息が見

通せないため、メインの山鉾巡行が中止となり、

大幅に縮小して行われています。 

今までも伝染病の蔓延や戦争で、神事や山鉾

巡行が延期や中止になったことが幾度となくあ

ったそうです。応仁の乱では 30 年以上も中断、

織田信長が明智光秀により暗殺された本能寺の

変の年は 11月に延期、禁門の変では前祭巡行が

中止になり、さらには明治時代にはコレラ流行

の為、11 月に祇園祭が延期されました。そして

今回の山鉾巡行の中止は、阪急電鉄の地下工事

により中止された 1962 年以来 58 年ぶりだそう

です。 

八坂神社の森壽雄宮司は祇園祭の起源に触れ

ながら「苦渋の決断だった。誠に残念だが、お祭

りはいつの時代も柔軟な考えで継承されてきた。

ぜひ柔軟な考えで臨みたい」とおっしゃってお

られました。約 1200年も続く「祇園祭」に学ぶ

柔軟な考えで臨む姿勢は、日本で 100 年目を迎

えるロータリーに必要なことなのではないでし

ょうか。 

幹事報告 

【週報拝受】旭ＲＣ 

1. 規定審議会議案提案のご案内 

2. 地区大会日程変更のお知らせ 

2020/10/17.18⇒2021/5/9.10(月) 

3. ハラスメント関連RCOP抜粋およびハラスメン

ト事例イラスト集 

4. 2790地区グループ再編成について 

5. コーディネーターニュース 2020年 8月号 

…ガバナー事務所 

6. 2020-2021年度 上期普通寄付金のお願い 

7. ハイライトよねやま２４４ 

…公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会 

8. 第一回会長幹事会のご案内 

…地区 RAC 

9. 20-21年度第 8グループ分担金のお願い 

…第 8グループガバナー補佐 

10. 令和２年度関東近県中学生選抜野球大会の中

止について 

…銚子市スポーツ協会 

会員の記念日   

大里 忠弘会員     泉 英伸会員          

(7月 13日)      (7月 12日) 

 

入会記念日  富永 泰夏会員(7月 9日） 

ニコニコＢＯＸ  

✧ 田中英子会長 

昨日いつものように、皆

様ご存じ、大衆日報が我

が家に届きました。１面

2 面を銚子ロータリーク

ラブが独占し、なんと 1

面に私の写真が・・・。

その写真を見て、「美し

い方はより美しく、そう

でない方はそれなり

に・・・」というフジカラープリントの CMを思

い出しました。いろいろな方から電話やら、メー

ルやら、反響の凄さに驚き、銚子ロータリークラ

ブの公共イメージ向上になったであろうと、大

変うれしく思いました。 

 

✧ 櫻井公恵社会奉仕委員長 

先週例会終了後、銚子市

にアルコール除菌剤 800

㎖ 120本お届けしてまい

りました。市民センター、

体育館、図書館、保健福

祉センター、庁舎等、目

立つところに置いていた

だけるそうです。皆様も

市内各地でロータリーマ

ークをお探しください。 
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卓 話  

「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 

皆さんこんにちは。今日は皆さんの前で私の

ことについて卓話をさせていただく機会をいた

だきありがとうございます。今日の卓話のテ―

マは、自己紹介（過去、現在、未来）と母国紹介

について卓話をさせていただきます。 

私は千葉科学大学，航空技術危機管理学科３

年生のバンダーラナーヤケショハーンマルウィ

ンダヤスと申します。名前がとても長いので先

生と友達はショハーンやションと呼ばれている

ので皆さんも良かったらショハーンと呼んでく

ださい。年齢は２５歳です。出身地はスリランカ

のガンパハです。ガンパハは、スリランカの西部

州ガンパハ県の都市である。スリランカの最大

の都市コロンボの北東に位置する。私の家族は

両親と兄と妹の５人家族です。 

スリランカで

走っている車

の約 60％が日

本車です。私の

父も日本車に

乗っていまし

た。車のマニュ

アルは日本語

でした。図解があるマニュアルをみて日本の文

字を不思議だな、面白いなとおもっていました。

これが私の日本との最初の出会いです。高校を

卒業後、外国へ留学したいと思いました。日本は

高度な科学技術を持ち、経済的に発展している

国である。子供頃から日本の文化や文字に興味

があったきっかけで、日本に留学しました。 

スリランカ（セイロン）の独立記念日は 1948

年 02 月 04 日に行われています。 

スリランカはみなみアジアの島国です。ベンガ

ル湾のなんせいとアラビア海の南東にあるイン

ド洋に位置しています。首都はコロンボです。ス

リランカで、シンハラ人、タミル人とムスリム人

が住んでいます。主な文化としてシンハラ人の

文化とタミル人の文化があります。シンハラ人

は仏教とキリスト教、タミル人はヒンドゥー教、

ムスリム人はイスラム教とスリランカで宗教が

４つにわかれています。 

卒業研究テーマは秋学期のゼミ分けで決まり

ます。現在の希望は自動車や飛行機の安全管理、

安全工学を研究してみたいと考えています。私

は平和がなによりも大切だと思っています。日

本はとても平和な国だと思っています。それに

比べてスリランカは安全管理が不十分でガソリ

ンスタンドで火事がおきたり、電気で感電死す

る事故がしょっちゅうあります。日本は危機管

理がすぐれています。ぜひ卒業後、日本の車や飛

行機のものつくりの企業に働めたいと考えてい

ます。その後スリランカに戻って、母国の平和と

安全を向上させるために頑張ろうと思っていま

す。 

米山奨学生になって 1 年目です。カウンセラ

ーとクラブの皆様はとても優しく、相変わらず

笑顔でいつも色々な話をしているので家族のよ

うに感じています。例会や奨学生の行事に参加

することで日本人や色々な国の人との交流や日

本文化などを体験することができています。こ

のような色々な経験は普通の留学生活ではなか

なかできないので、米山奨学生になったことは

とても嬉しく感じております。ロータリアンの

皆様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。 

 

 

 

 

 

 

７月分米山奨学金交付  
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２０1９-２０年度 １００％出席表彰 

年間平均出席率 ８４．８１％ 

 

累積２０年表彰 

髙橋 宏資会員 

 
 

 

 

 

 

 

 

累積１０年表彰 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石毛 充会員  田中 英子会長 

 

『年間出席率１００％達成！』 

石毛会員・金島会員・上総会員・松本会員 

宮内(秀)会員・宮内(龍)会員・宮内(清)会員 

大岩会員・大里会員・櫻井(公)会員・島田会員 

須永会員・副島会員・高橋会員・髙瀬会員 

田中会員・寺内会員      （以上 17名） 

 

 

 

【出席報告】  

会員総数３８名 出席計算３８名  

出  席２８名  欠  席１０名 

出席率  ７３．６８％ 

欠席者：松本君・宮内(龍)君・村田君・永澤君 

須永君・山崎君・吉原君・鈴木君 

高橋宏明君・富永君 

 

 

 

 

 

 

【Ｍ Ｕ】  

7/18米山委員長セミナー  大里君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

                     

 

会 員 投 稿 

～私の趣味錦鯉～   金島 弘会員 

錦鯉の流通がわが国で滞り

始めた時期は、「コイヘルペス

ウイルス（KHV）病」が発生し

た2003年と重なります。KHV病

はウイルスを病原体とするコ

イに特有の伝染病で、国内の

法律で「特定疾病」に指定され

ています。法令が施行されて以降、鯉の移動が非

常に不便になり、流通が著しく低迷を続けてい

ます。 

KHV病が特定疾病に制定される以前は、アマもプ

ロも買って気ままに鯉を移動させていました。

鯉屋さんで買った鯉は、ビニール袋に入れたま

まで30分くらい池の水温合わせて水ごと放流し

ても、何も問題は起きませんでした。公園池など

に寄贈する鯉も検品なしにプレゼントできたし、

不要になった鯉は暗黙の了解のもとに、誰に憚

ることなく、近所の河川に放流していました。過

去にKHVが出現したケースがなかったからで、海

外から侵入してきたとしか思えません。    

（2020/6/14） 
  

    広報・会報委員会から        

会報・会員投稿欄への投稿をお願いします。 

ジャンルは問いません、400～600字で下記宛

にお送りください。 

 

銚子ロータリークラブ事務局 

Fax ０４７９－２５－８７８９ 

Male； <rotary@choshinet.or.jp> 

ニコニコ BOX ￥11,000 計 ￥87,000 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 2,554 

米山 BOX ￥ 2,920 計 ￥ 5,130 

希望の風 ￥ ― 計 ￥29,020 

次週（７月２９日）プログラム 

「未 定」 

銚子チアーズ㈱ 宮内 沙織様 

お弁当：膳（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁当：辰巳家（にぎり） 
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