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電 話  0479-23-0750 
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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 
「ただいま」が聞こえるセカンドキッチンを目指して 

銚子チアーズ㈱ 宮内 沙織様 

前回例会報告（７月２２日） 

点鐘：田中 英子会長 

ロータリーソング：四つのテスト 

ビジター紹介： 

第８グループガバナー補佐 大塚 榮一様 

補佐幹事    鈴木 勝也様 

（就任挨拶 八日市場 RC） 

会長挨拶 

 本日は国際ロータリー第２７９０地区第 8 グ

ループガバナー補佐、大塚榮一様、補佐幹事鈴木

勝也様、ようこそお運びくださいました。後程ご

挨拶を頂戴したいと思いますので、よろしくお

願い致します。 

 先週 7月 18日(土)、三井ガーデンホテル千葉

にて、「2020-21 年度公益財団法人ロータリー米

山記念奨学会委員長セミナー」が開催されまし

た。当クラブからは米山記念奨学委員会の大里

忠弘委員長と、米山記念奨学生のショハーン君

が参加して参りました。大里忠弘委員長におか

れましては、先日のカウンセラー・米山奨学生研

修会に続き、お疲れ様でございました。今後とも

大里委員長をはじめ、会員の皆様には、ショハー

ン君を見守って頂けたらと思います 

 さて、早いもので、新年度が始まり、7月もも

う第 4 週目となりました。皆様は、ロータリー

クラブの新年度がなぜ 7 月 1 日からなのか、疑

問に思ったことはございませんか？それは、毎

年開催される国際大会にその由縁があるようで

す。ロータリーの最初の会計年度は、第 1 回大

会が終了した翌日、1910 年 8 月 18 日に始まり

ました。翌年度も同様に、国際大会の日程に合わ

せ、8月 21日開始となっています。 

さらに、翌年の 1912年 8月、理事会が当時の国

際ロータリークラブ連合会の会計監査を依頼し

た際、会計士から、「クラブ幹事と会計が十分な

時間をもって、大会に向けた財務報告を準備し、

クラブ代議員の数を決定できるよう、会計年度

の最終日は 6 月 30 日にするのがよい。」との提

案を受けました。執行委員会はこれに同意し、

1913年 4月の会合で、6月 30日を会計年度最終

日と定めました。この決定に伴い、クラブ会員数

の報告と支払いに関する期日のほか、「The 

Rotarian」誌の巻番号システム（1914年 7月の

第 5巻より開始）も変更されました。 

ロータリーはその後、1917 年になるまで、7 月

または 8 月に年次大会を開催していましたが、

アメリカ、シンシナティで開催された、1916年

大会での代議員が、夏場の暑さを考慮し、大会を
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6月に開催する決議案を採択しました。これによ

り、次の大会となるアトランタ大会は 6月 17日

～21 日に開催されました。余談ですが、同じく

1917 年のアトランタ大会では当時の会長アーチ

・クーパー・クランフが「寄付による基金をロー

タリーで作り、世界的規模で慈善、教育、その他

の社会奉仕の分野で何か良いことをしよう」と

発表し、これがのちの 1928年にロータリー財団

となり、現在に至っております。また、「ロータ

リー年度」という表現は、ロータリーの運営年度

を示す用語として、1913 年から使用されていた

ようで、その証拠に、同年 7月の「The Rotarian

」誌には、「終わりに近づきつつある本ロータリ

ー年度は、クラブが容易に終結できるよう、充実

したクラブ合同会合が行われた 1年でした。」と

記されています。というわけで、執行委員会によ

る 1913年の決定以来、ロータリー年度の最終日

は 6月 30日となり、その後、新年度は 7月 1日

になったということです。 

最後に、私事ですが、一昨日、金島会員の会社

近くで蛍が見られるということで、生まれて初

めて蛍狩りなるものを体験致しました。蛍が目

の前を飛び、光る様子を見ることができ、改めて

銚子にもこんな素敵なところがあるのだなあと

感激致しました。コロナ禍の中、明日から４連休

となります。遠出は控えて、地元のいいところを

再発見するという時間に充ててみるのもいいか

もしれません。 
 

幹事報告 

1. 人頭分担金請求書 

…国際ロータリー 

2. 風の便りVol.5No.12（通刊 70号） 

3. 学友会「ロータリーニューズレター」 

4. ロータリーカード地域コーディネーターニュ

ース（ビデオ） 第１回「ロータリーカードに

ついて」のご案内 

5. 米山クラブ委員長セミナーの御礼 

6. ロータリーカード地域コーディネーターニュ

ース（ビデオ）第 2 回「ロータリーカード利

用について」のご案内 

7. 新型コロナの影響に関するアンケートのお願

い（ロータリーの友） 

…ガバナー事務所 

 

 

 

 

会員の記念日   

創業記念日  鈴木 達也会員(7月 19日） 

ニコニコＢＯＸ  

✧ 第８グループガバナー補佐 大塚 榮一様 

１年間よろしくお願い致します。 

✧ 上総泰茂会員・松本恭一会員 

2011 年度会長幹事会ご一緒しました大塚ガバナ

ー補佐、一年間よろしくお願いします。 

✧ 島田洋二郎会員 

淵岡会員欠席のため SA を努めさせて頂きます。

よろしくお願い致します。 

卓 話  

「新入会員卓話」 廣瀬 修一会員 

皆さんこんにちは。6月より皆さんのお仲間に

加わらせていただきました、損害保険ジャパン

株式会社の廣瀬修一です。まだまだ皆様の名札

を見ながらお話しさせていただいているような

状況で大変失礼しております。諸先輩方を前に

恐縮ではありますが、自己紹介を兼ねてお話し

させていただきます。 

私は 1978年（昭和 53年）1月５日の生まれで

現在 42歳です。出身は愛知県名古屋市の南側に

接している東海市です。名古屋市は東西方向に

発展した都市のため、南北方向へは電車で 15分

も移動すれば田園地帯が広がります。東海市の

内陸部は丘陵地で名古屋市のベッドタウンです

が、伊勢湾に接する湾岸部はトヨタ自動車の輸

出拠点や新日鉄名古屋製鉄所、大同特殊製鋼と

いった重厚長大産業の大工場が並ぶ工業都市と

しての一面もある地域です。私はここで生まれ、

高校、浪人生までを東海市や名古屋市に通いな

がら過ごしました。私、弟とも独立するまでは

父、母、私、弟、チワワ二匹で暮らしていました。

実家は美容院を営んでおり、その旨をお話しす

ると稀に「病院」経営の御曹司と勘違いされるこ
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とがありました。 

現在私は銚子駅前で初の単身赴任をしており

ます。家は船橋にあり、家族構成は妻と、小 2、

年中、1歳 4か月の三人娘です。9年前に結婚す

るまで終業後に宴席でもなければ夕飯はインス

タントラーメンで済ませたり餃子の王将に通っ

たりしていましたが、女子に囲まれて今のとこ

ろ(笑)楽しく暮らしています。 

最大の趣味はキャンプで、千葉県内はもちろ

ん、茨城、栃木、群馬、長野、山梨辺りに出かけ

ます。キャンプのハイライトは子供たちが寝静

まってからの焚き火です。友人夫婦たちと林間

や湖畔で焚火をしながらワインやウイスキーを

並べて語るのが最高です。特に真冬の星空は本

当に素晴らしいです。中学高校の部活ではテニ

スをやっていましたが野球も好きで、甲子園の

ような「分かりやすい青春」は良いですね。お酒

は弱いですが宴席は大好きですので、コロナの

状況が終わったらぜひご一緒させてください。

（一方で一人旅など孤独なものは苦手で、青春

18切符の旅を引き返したこともあります） 

大学卒業後 2001年 4月に社会人となり、当時の

安田火災海上保険株式会社に入社しました。入

社後は名古屋で自動車ディーラー担当を 5 年、

大阪で電器メーカーを 6年、東京で大手小売り 

を 5 年半、また家電量販を 2 年担当しました。

社歴としては消費者寄りの企業の担当が長い事

になります。大学生の時に千葉県富浦町（当時）

で海の家の経営をしていましたが、海の家では

年により猛暑・冷夏の運不運があるため利益の

一定額は冷夏の年のためにプールしており、こ

れが損害保険業界への志望動機に繋がりました。 

入社後10年間営業経験を積んだ頃にやってきた 

のが東日本震災です。当時大阪にいた私は岩手

県一関市に派遣され、そこを拠点に大船渡や陸

前高田などの沿岸部の地震対応も行いました。

その際、私が地震の査定を行い纏まった額の保

険金を認定できたお婆さんに目の前で泣かれた

ことがありました（私ももらい泣きです･･）。入

社以来その時点まで営業一本で来ていた私には、

営業面で一定成果を残すことについて染みつい

たものがありましたが、保険金をお届けする現

場に接して損害保険業の役割を心底肚落ちさせ

ることとなりました。 

まだまだ分からない事だらけですが、皆様とお

会いできたご縁を大切に、今後取り組んで行き

たく思います。今後とも、よろしくお願いいたし

ます。 

 

 

新ポールハリスフェロー表彰 

寺内 忠正会員 

 

委員会報告 金島 弘広報・会報委員長  

    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字で事務局

宛にお送りください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就任挨拶 

第８グループガバナー補佐 大塚 榮一様 

 銚子ロータリークラブの皆さんこんにちは!! 

只今ご紹介をいただきました本年度第８Ｇ の

ＡＧを務めます八日市場ＲＣ大塚榮一でござい

ます。そして私の補佐を務める鈴木勝也さんで

す。 
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もう一方ですが、本日所用にて一緒に同行の出

来なかった閔鉉基さんといいます。Ｒ２９６号

線沿い韓国食品（キムチ）の社長であります。よ

ろしくお願い申し上げます。 

 恒例の４クラブへのＡＧ就任挨拶も本日の銚

子クラブさんが最後となりましたが、各クラブ

共、新会長の元、新しい年度への思いあるいはそ

れぞれのクラブでの希望とで例会場は、大変活

気であふれておりました。 

又、今年は大いに女性活躍の一年になろうか…

と思います。まずは、地区初の女性ガバナーとな

る勝浦ＲＣから漆原摂子Ｇ、そして同期の女性

会長が東の石毛会長始め、他に５名もおり計 7

名になり更に、我々14Ｇ中 2 名のＡＧがおり大

いにご活躍が期待をされるところでございます。 

扨、まずは、前年度宮内会長、寺内幹事さんに

は年度後半、このウイルス騒動にてことごとく

活動が残念ながら中止となり、非常に不本意な

形での任期満了となりましたが、一年間大変ご

苦労様でございました。 

 そして７月 1 日(水)4 クラブトップを切って

の田中英子会長年度が髙瀬幹事とのコンビにて

輝かしい 1 年に向け、我々４クラブでは歴史と

伝統を誇るキャピタルクラブとして、新年度ス

タートがなされた事と思います。 

既にご案内の様に、本年度ＲＩ会長はドイツ

から初のホルガー・クナークさんが就任をされ、

テーマは「ロータリーは機会の扉を開く」でござ

います。それを受けまして、今年は第 2790地区

初の女性ガバナーとなります勝浦ＲＣより、漆

原摂子さんは「クラブが主役となり奉仕の理念

の実践を！」と言うテーマを掲げられました。 

しかしながら本年 1 月末からの誠に思いもよ

らぬ、この新型コロナウイルスにより準備期間

も思う様な会議が開けない内でのスタートとな

ったわけで有ります。 

又、本年度は日本のＲＣ…つまり東京ＲＣとな

るわけですが、誕生から 100 周年という大変喜

ばしい年でも有り、加えて広く国民が待ち望ん

でいた東京オリンピックそしてパラリンピック

の開催という慶賀に包まれての一年でありまし

たが、ご案内の様に、残念ながら来年に延期とい

う事になってしまったわけで有ります。 

〜地区スローガンに戻りますが…“クラブが主

役となり奉仕の理念の実践を！”と有ります。…

つまり、ロータリアンよ…行動を起こせ…とも、

とらえる事が出来るのではないでしょうか？因

みに、新年度がスタートのロータリーの友 7 月

号の内に、ガバナーの横顔ページに情熱溢れる

行動力がすごい…というタイトルを吉田理愛地

区幹事長が漆原Ｇに対して熱く述べております

ので御覧にならない方は、是非お読みいただき

たいと存じます。 

そして地区についてでありますが、既に田中会

長の元へは漆原Ｇよりご案内が届いているかと

思いますが、現在地区には 14グループが有りま

すが、ここから４Ｇが無くなり、来年 2021年 7

月 1日より新 10グループとしてスタートを致し

ます。我々第８Gへは、第７が無くなり佐原・小

見川・佐原香取 ３クラブが合流、多古について

は現在の 10G に移り新９G となります。従って

我々第８Gは、7クラブ体制となり、これから来

年度のＡＧが10月始めに梶原ＧＥ→漆原Ｇに伝

えられ地区８２クラブに報告されるという予定

です。 

終わりに、銚子クラブにとっても初の女性会長

が誕生したわけでございます。私も地区とクラ

ブとの橋渡し役として微力ではありますが務め

て参りますので、銚子クラブの皆様には田中会

長への是非温かいご支援、ご協力を節にお願い

をし、合わせて私共 共々宜しくお願いを申し上

げ就任のご挨拶とさせていただきます。 

 

【出席報告】  

会員総数３８名 出席計算３４名  

出  席２５名  欠  席 ９名 

出席率  ７３．５３％ 

欠席者：淵岡君・村田君・永澤君・佐藤君 

山崎君・吉原君・鈴木君 

高橋宏明君・富永君 

 

 

 

 

 

【Ｍ Ｕ】  

7/27第 8グループ会長幹事会  田中君 

【ニコニコ】 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥11,000 計 ￥98,000 

スモールコイン ￥ 1,902 計 ￥ 4,456 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 5,130 

希望の風 ￥ ― 計 ￥29,020 

次週（８月５日）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：入船（幕の内） 

 

 

 

 


