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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 

「ガバナー補佐訪問」 

第８グループガバナー補佐 大塚 榮一様 

前回例会報告（８月１９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： 

地区クラブ奉仕・会員基盤向上委員会 

委員長 中村 俊人様（柏東 RC） 

委 員 鈴木 勝也様（八日市場 RC） 

会長挨拶 

会長挨拶の前に、皆様もご存じかと思いますが

堀米秀和元会員が、8月 11 日にご逝去されました

堀米元会員は、1998 年から約 20 年間当クラブに

在籍されておりました。ここに在りし日のお姿を

偲びつつ、心よりご冥福をお祈り申し上げます。 

 さて、今月は会員増強・新クラブ結成推進月間と

いうことで、本日は国際ロータリー第 2790地区ク

ラブ奉仕・会員基盤向上委員会委員長の中村俊人

様、そして、同委員会委員の鈴木勝也様にお越し頂

いております。委員長の中村様には、後程、卓話を

お願いしておりますので、どうぞよろしくお願い

致します。 

 ところで、皆様、お盆休みはいかがお過ごしでし

たでしょうか？今年はコロナ禍で、遠出の外出は

自粛ムードのお盆休みでしたが、私も一応主婦で

すので、ご先祖様をお迎えする準備など、粛々と進

めておりましたところ、長らく開けたことのない

扉が気になり、思い切って開けてみますと、そこか

らたくさんのお茶道具が出て参りました。 

私の祖母も母も茶道と華道の先生をしておりまし

たので、子供の頃よくお茶席のお客様役で座らさ

れていたことを思い出しながら片付けをしており

ますと、ふと「一期一会」という言葉が頭に浮かん

で参りました。もちろん、皆様もよくご存じの言葉

だと思います。 

「一期一会」は「一生涯にただ一度、会うかどうか

わからぬほどの縁。出会いを大切にすることのた

とえ。」によく使われます。 

「一期」はもともと仏教の言葉で「一生」という意

味で、「一会」は一回しかない出会いという意味な

ので、「一生に二度とはない出会い」という意味に

なり、そこから転じて「出会いを大切にしなさい」

という意味が含まれています。 

しかし、もともと「一期一会」という言葉を使った

のは千利休であると言われています。利休自身は

この言葉を残してはいませんが、彼の弟子である

山上宗二が著書「山上宗二記」の中に書き残してい

ます。「一期一会」は茶道の言葉で、「同じ人が集ま

る茶会でも、同じ茶会は二度とない。だからこそ 1

回 1 回の茶会を一生に一度のものと心得よ」とい

う意味でした。 
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そして江戸時代になり、茶人としても知られた

大老の井伊直弼が書いた「茶湯一会集（さとういち

えしゅう）」にも、茶会での精神を「一期一会」と

いう言葉で表しています。 

やはりここでも「たとえ同じ顔ぶれで茶会を再び

催したとしても、今日の会は決して繰り返すこと

のない一生に一度の会で、二度とないのだから、お

客も、もてなす側もそれを心得て大切にしなさい」

という意味で使われています。 

当たり前のように会っている友人や家族ですが、

その一瞬一瞬は二度と訪れることのないものなの

です。だからこそ出会ったことは貴重でありこう

して会えている一瞬一瞬はとても大切な瞬間なの

だと教えてくれているのが「一期一会」に込められ

た本当の意味なのではないかと思います。 

これは、ロータリークラブの例会にも言えるよ

うな気がします。毎週同じメンバーと同じ時間を

過ごす例会は、「一期一会」の気持ちで臨むことで

とても貴重で、有意義な時間になるのではないで

しょうか？ 

そんなわけで、これからも皆様と過ごす一瞬一瞬

を大切にしたいと思います。 

 

幹事報告 
1. 月信クラブ会員数・例会出席率登録のお願い 

2. 日本事務局より My ROTARY不具合のお知らせ 

3. ロータリーの基礎知識 2冊拝受 

4. 令和２年豪雨の支援報告 

5. コーディネーターニュース 

2020年９月号のご案内 

6. ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ 

…ガバナー事務所 

7. ハイライトよねやま ２４５ 

…一般社団法人ロータリーの友事務所 

8. 交通安全功労者表彰における被表彰候補者の

推薦について 

…銚子市交通安全都市推進協議会 

9. 千葉科学大学おうえん協議会第 1 回理事会開

催について 

…千葉科学大学おうえん協議会 

【例会変更】 

小見川ＲＣ 

8月 26日(水)定款第 8条第 1節(Ｃ)により休会 

成田空港南ＲＣ 

8月 20日(木)27日(木)休会  

新型コロナウイルス感染拡大予防のため 
 

 

 

 

会員の記念日   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

吉原祐真会員 多部田恵子会員 

(8月 9日)   (8月 7日） 

富永 泰夏会員  (8月 11日) 

創業記念日 

須永 清彦会員(8月 8日) 

桜井 広和会員(8月 12日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧田中会長・髙瀬幹事 

会員基盤向上委員会委員長中村俊人様、 

委員鈴木勝也様ようこそいらっしゃいませ。 

中村委員長には、卓話宜しくお願い申し上げま

す。 

✧宮内秀章会員 

８月６日に行われました両クラブコンペにて優

勝することが出来ました。次回よりＨＣが減り、

当分入賞は無理そうですが、頑張ります！！ 

卓 話  

「会員増強・新クラブ結成推進月間に当たり」 

2020-21年度クラブ奉仕・会員基盤向上委員会 

委員長 中村 俊人様（柏東ＲＣ） 

銚子ロータリークラブの皆様 こんにちは。 

２０２０-２１年度、クラブ奉仕・会員基盤向上

委員会の委員長を拝命致しました、柏東ＲＣの

中村と申します。どうぞよろしくお願いを申し
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上げます。 

私も銚子ロータリークラブに訪問にお伺いいた

しましたのは３回程ございますが、その中で、 

2016年の2月にスリランカの米山学友のサジワ

ニーさんと共に訪問させて頂き、2018 年 10 月

に当時地区職業奉仕委員長でありました為に声

掛け頂き卓話訪問をさせて頂きました。  

2010 年-11 年度には、故織田ガバナーから拝命

し、米山地区委員長として大変お世話になりま

した。いろいろと声掛け頂きまして感謝申し上

げます。 

今年度はクラブ奉仕・会員基盤向上委員会と

して、会員増強・新クラブ結成推進月間として

卓話に御伺い致しました。昨年までは、会員増

強・維持拡大委員会又は大会防止委員会等と称

していたと思います。ロータリーもガバナー年

度が替わりながら毎年変化しつつありますね。

日本のロータリアンとしての忘れてはいけない

と教えられて参りました、職業奉仕も、次年度か

らは少し立ち位置が変わってきそうですね。 

さて今年度の漆原年度 地区の運営方針が示

されスタートをされました。 

ＲＩ会長の掲げられております中にも、ロータ

リーの 4 つの優先事項の実践及び会員維持や増

強について 述べられています。 

 

1. より大きなインパクトを与える。  

2. 参加者の基盤を広げる。  

3, 参加者の積極的な関わりを促す     

4 適応力を高める。 

 

クラブとしては、いかに会員との活動に於いて

共有を維持するか、またクラブにふさわしい新

会員を募れるかと掲げられていますが、クラブ

状況も地区内各地域に於いて様々ですが、クラ

ブの会員が共に参加でき、また奉仕活動に結び

付く中長期のクラブ戦略として方向付けをして

頂く中で、地域に於いての社会奉仕や国際奉仕

等クラブの活性化に結び付くように促していき

たいと考えています。 

そして、新たにご入会いただきました会員の皆

様には、是非とも生涯のロータリアンになって

頂くように望みたいと思います。私たちが入会

をさせて頂いた、もう 30 年前になりますが、そ

の頃の諸先輩の皆様から教えられ、伝達されて

参りましたロータリー感と現在の RI が求めて

きているロータリー感とは少しづつ変化がある

ように思いますが、ロータリーとは、又はロータ

リアンとしてなにをもって活動するべきか。 

ロータリーの目的の理解と、またしっかりクラ

ブ内の皆様に確認頂く事が大切かと思います。 

只今、猛威をふるっておりますこのコロナウ

イルスによる影響は、私達ロータリアンの皆様

にも、またクラブにも大きな影響を及ぼしてい

るのではと感じております。 

会員同士の会合もなかなかままならず、また会

員同士の親睦を深めるにも難しい時期とも思わ

れます。この度のような感染症による様々な事

態となった場合、三密の自粛を求められていま

すが、今回のような緊急を擁する場合には、例

会等の開催自粛を求められる場合、クラブ例会

や委員会会議の開催をインターネットなど通じ、

ウエブ会議を利用して連絡取り合えるようにす

る事も検討し、活用することも一案ではと思い

ます。 

しかしながらなかなか難しい面が多くあります。

慣れてしまえばその様ではないといわれてはい

ますが、事業で使われていないと、なかなか浸透

は難しいですね。 

仲間との交流をするには、人との顔合わせをし

て初めて交流ができるものと考えられますが、

そこが今一番懸念されているところですが、ロ

ータリー仲間との触れ合いもできずに歯がゆい

日々が続いておられると思います。活動をする

うえで、クラブが楽しくなければ仲間をもお誘

いできないし、増強にも繋がらないですね。 ま

た退会防止にもなりません。是非、仲間同士の声

掛け等を多くお互いして頂き、ここが一番纏ま

りをもって頂きたい時ですね。 

ロータリーの目的に基づく奉仕については、ロ

ータリーの精神的な礎であり、クラブ活動が拠

り所とする基盤と言われています。 

クラブ奉仕は親睦活動とクラブの機能を充実さ

せることが主眼とします。 

私達、地区管理運営委員会の各委員会とも連

携し合い、各クラブ内の活性化の一環として、是

非、会員のロータリアン仲間が楽しめる計画を

立案頂き、会員仲間が共に行動をされた上で、仲

間の繋がりを深めて頂きたい。またその仲間の

輪を広げる事もふまえ、地区フェローシップ委

員会への参加や、また広報・公共イメージ委員会

からの地区内へ自クラブの活動として各クラブ

へ伝達、またその為のアドバイス等、そして、会

員仲間との活動が奉仕活動に結び付き、それが

会員増強へと繋げられる事を目標に私たちの管

理運営委員会として連携して推奨していきたい

と考えております。そこで「クラブが主役とな

り、奉仕の理念の実践」へと繋がる一役に結び

付けられるように、会長様や会長エレクトの皆

様には是非一歩踏み出して頂き、中長期のクラ
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ブ戦略として、クラブ活性化を目指し会員仲間

の増強へ向けての長期計画を練って頂く為のサ

ポートをと考えております。どうぞ宜しくお願

いを申し上げます。 

 

米山功労者表彰  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

第 6回功労者      第 9回功労者 

高橋宏資会員       大岩將道会員 

 

 

【出席報告】  

会員総数３８名 出席計算３２名  

出  席２５名  欠  席 ７名 

出席率  ７８．１３％ 

欠席者：廣瀬君・木曽君・村田君・須永君 

鈴木君・高橋宏明君・富永君 

【Ｍ Ｕ】  

8/18銚子東ＲＣ 吉原君 

8/25銚子東ＲＣ 宮内(秀)君・高橋君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 
 

 

 

 

親睦活動委員会からのお知らせ 

新型コロナウイルス感染拡大予防の為 

８/２５(火)両ＲＣ合同スポーツ大会は４月に延期 

９/３０(水)夜間移動例会観月会は中止 

ご理解の程よろしくお願い致します。 

 

 

 

近況報告      GG奨学生 工藤幸介さん 

中間報告書の件、ご確認頂きましてありがとう

ございました。ひとまず安心いたしました。 

 また、銚子でも感染が拡がっているとのこと、と

ても心配です。 

第一次世界大戦後に流行したスペイン風邪では、

第二波の方が多くの死者を出したと伺っており

ますので、同じような状況に陥らないことを祈る

ばかりです。 

ジュネーブでも新型コロナの感染者数は増えてい

るようで、また学校が閉まってしまわないか懸念

しております。 

私自身引き続き、不要不急の外出はなるべく控

えて参りたいと思います。 

ちなみに私は、6 月中旬から続いていたインター

ンも来週いっぱいで終了予定で、その後は9月中

旬から始まる新学期に向けて履修登録など準備

を進めて参ります。 

一年目で学んだことを基礎に、今年度はさらに理

解を深めておきたいと思います。 

  コロナに加えて日本は今年の夏も非常に暑い

ようですので、皆様も熱中症など含めお体に気を

つけてお過ごしください。   （2020/8/21） 
  

ニコニコ BOX ￥15,000 計 ￥123,000 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 6,656 

米山 BOX ￥ 2,300 計 ￥ 9,830 

希望の風 ￥ ―  計 ￥52,020 

次週（９月２日）プログラム 

「ロータリーの友月間に因んで」 

髙橋宏資クラブ研修・情報委員長 

お弁当：桔梗屋（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁当：辰巳家（にぎり） 

 

 

 

 

 


