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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 

 

銚子ＲＣ・銚子東ＲＣ公式訪問 合同例会 

（進行）銚子東ＲＣ 中川 進ＳＡＡ 

点鐘(12：30）     銚子東ＲＣ 石毛園子会長 

国歌：君が代斉唱 

ロータリーソング：奉仕の理想 

お客様紹介        銚子東ＲＣ 中川 進ＳＡＡ 

会長挨拶        銚子東ＲＣ 石毛園子会長 

幹事報告        銚子東ＲＣ 石毛正明幹事 

ニコニコ BOX紹介 銚子東ＲＣ親睦活動委員会 

ガバナー補佐挨拶 ガバナー紹介  

第８グループガバナー補佐 大塚 榮一様 

 

卓  話 

国際ロータリー第 2790地区 

20２０-2１年度 ガバナー  漆原 摂子様 

（勝浦 RC） 

謝  辞         銚子ＲＣ  田中英子会長 

銚子ＲＣ・銚子東ＲＣ 出席報告 

閉会点鐘        銚子東ＲＣ 石毛園子会長 

（１３：３０） 

 

前回例会報告（９月２日） 

点鐘：田中 英子会長 

国歌君が代 

ロータリーソング：奉仕の理想 

ビジター紹介： 

銚子東ＲＣ 澤田 武男様 

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) 

会長挨拶 

本日は、銚子東ロータリークラブの澤田武男

様、そして、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。どうぞごゆっくりとお

過ごしください。 

また、ショハーン君には後程近況報告をお願

い致します。 

昨日から９月に入り、少し秋めいてきたよう

に思いましたが、今日は昨日とは打って変わっ

て、また夏に逆戻りの蒸し暑さとなっておりま

す。季節の変わり目は体調管理が難しい時期で

すので、皆様どうぞお体にお気をつけてお過ご

しください。 

さて、ロータリーが過去３０年以上にわたり、

ポリオ撲滅活動を行なっていることは、皆様ご

存じのことと思います。今日、ポリオがまだ存在

する国（常在国）は、アフガニスタン、ナイジェ

リア、パキスタンの 3 カ国のみとなっておりま

したが、先週 8 月 25 日に世界保健機関（WHO）

が、WHOアフリカ地域の全 47カ国において野生

型ポリオウイルス根絶を宣言致しました。これ

は、ロータリーが最優先事項として掲げてきた

ポリオの世界的根絶に向けた、歴史的かつ重要

な前進となりました。 
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世界ポリオ撲滅推進活動（GPEI）の立ち上げ当

初からのパートナーとして、ロータリーは、1979

年にフィリピンの子供たちに予防接種を実施し

た時から始まった、このプログラムを通じ、ポリ

オの症例を 99.9％まで減少させることに貢献し

てきました。これまでに予防接種を受けた子供

は 122カ国、25億人に上ります。そして、ロー

タリーは世界的なポリオ撲滅活動のために18億

ドル以上の資金を投じてきました。 

先程述べましたように、ポリオがまだ存在す

る国は2カ国のみとなりましたが、その他の国々

でも、ポリオのない状態を維持していく必要が

あります。 

そして、ポリオ撲滅活動を今やめてしまうと、

10 年間のうちに、毎年ポリオによって身体麻痺

となる子供が 20 万人になると予想されていま

す。 

アフリカ地域の全47カ国で野生型ポリオウイ

ルス根絶が認定されたと言っても実感がないか

もしれませんが、毎年会員の皆様の会費の中か

らポリオ根絶のために 3,000 円が寄付されてお

り、それがロータリーの最優先事項であるポリ

オ撲滅の一助になっていることは言うまでもあ

りません。 

このように、寄付を通じてできる奉仕、また、

自ら活動することによってできる奉仕、どちら

も大切なことで、ロータリアンは、その都度状況

に応じて、必要とされている奉仕の実践ができ

たら、それはとても素晴らしいことだと思いま

す。ロータリアンとして、常にそういう気持ちで

いたいものです。 

第 3回定例理事会報告 
１）9月 10月 11月プログラムの件    …承認 

２）ガバナー公式訪問の件        …承認  

３）ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ・ﾃﾞｼﾞｸﾞﾈｰﾄ候補者推薦の件…承認 

４）オンライン例会の件         …承認 

 

幹事報告 
【週報拝受】銚子東ＲＣ 

1. 新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた 

在宅勤務延長のお知らせ 

…RI日本事務局 

2. 活動計画書送付の御礼状…漆原ガバナー 

3. ｱﾌﾘｶ地域の野生型ﾎﾟﾘｵ根絶認定について 

4. 例会場変更のお知らせ 

5. バギオだより第 80号 

6. ＲLＩ卒後コース開催のご案内 

7. ロータリー文庫通信 383号ご案内とお願い 

8. 財団室 NEWS 2020年 9月号 

9. 風の便り Vol.6No.1（通刊 71 号） 

10. 第 49回ロータリー研究会のご案内 

11. 基本的教育と識字率向上月間ﾘｿｰｽのご案内 

12. 9月のロータリーレート １ドル＝106円 

…ガバナー事務所 

13. 9月 1日以降の友事務所運営について 

…一般社団法人ロータリーの友事務所 

14. 令和 2年秋の交通安全運動実施について 

…銚子市交通安全都市推進協議会 

15. うみなり第 60号 

…銚子地区保護司会 

【例会変更】 

銚子東ＲＣ 

9月 8日(火)振替休会→9日(水) 

公式訪問銚子ＲＣとの合同例会の為 

15日(火)夜間移動例会 観月会  

犬吠埼ホテル点鐘 18時 

22 日(火)定款第 7 条第 1 節(ⅾ)により休会

(祝日) 

八日市場ＲＣ  

9月 1日(火)定款第 7条第 1節（ｄ）により休会 

8日(火)点鐘 12：30 柿岡屋  

例会場使用不可のため例会場変更 

15日(火) 9：30 飯高檀林駐車場集合  

移動例会（飯高寺清掃）のため 

22日(火) 定款第 7条第 1節（ｄ）により休会 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため急に変

更となる場合があります。 

小見川RC 

9月9日(水) 休会定款第8 条第1 節（c）により 

23日(水）休会定款第8 条第1 節（c）により 

29日(火) ガバナー公式訪問 多古RC合同例会 

会場：多古町コミュニティプラザ 

30日(水)休会 定款第8 条第1 節(c）により 

※尚、新型コロナウィルス感染拡大防止の為、食

事の時間を取らず、弁当の持ち帰りとさせて頂い

ております。時間は18時半〜19時の30分の例会と

なっております。 

 

本日から、飛沫感染予防用アクリル板を設置しました。 
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会員の記念日   

入会記念日 

大岩 將道会員(8月 28日) 

創業記念日 

宮内 清次会員(9月 1日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧大岩將道会員 

９月１日に我が社 ㈱丸晴が銚子労働基準監督

署・銚子労働基準協会より優良事業場表彰を受

けました。 

卓 話 

「特別月間である 

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 

 雑誌月間というものがなくなり、「ロータリー

の友」の委員会、理事会の決定で、日本独自の

「ロータリーの友月間」が新設されました。そこ

で本日はロータリーの友についてお話します。 

 国際ロータリーで発行している機関雑誌は

「The Rotarian」です。1911 年 1 月に「The 

National Rotarian」として創刊され、翌 1912年

から「The Rotarian」と改名して毎月発行され、

現在に至ります。発行部数は現在 50 万部です。 

 ロータリーの友は戦後日本が一つの地区から

二つの地区に分割されることになり、それに伴

い共通の機関誌の要望が高まり企画されました。

創刊号は昭和 28 年 1 月、発行部数 3300 部、横

組みでスタートしました。1972年 1月号で現在

の縦組みと横組みに分けられました。そして

1980 年 7 月号より RI 公式地域雑誌の認定を受

け現在に至ります。2018年 10月、RI理事会で、

「The Rotarian」および認可された地域雑誌が

「機関雑誌」として定義されるようになりまし

た。2020年 7月、RI指定の表紙デザインに変更

されました。 

  また、ロータリー地域雑誌「ロータリーの

友」はロータリー章典に記載された基準を満た

しているロータリーの出版物に対してRI理事会

の承認を受けた雑誌であり 5 年ごとの更新が義

務付けられています。 

現在「ロータリーの友」は一般社団法人ロータ

リーの友事務所が運営していて、定価 200 円＋

消費税です。購読料は各クラブの会員から年 2

回（7月と 1月）クラブ事務局を通し送金されて

います。購読料 1 か月平均約 1840 万円（92000

部）と広告料 1 か月平均 350 万円で運営されて

います。 

 次に、地域雑誌としての RIの条件を挙げてみ

ますと 

・地域雑誌は 2 地区または 2 か国以上を対象と

する 

・雑誌の編集内容は RI の方針に沿ったもので、

その内容の少なくとも 50％はロータリーまたは

関連の記事でなければならない 

・地元あるいは地域的ニュースに加えて RIに要

請された主題や特定の文章なども掲載する 

・地域雑誌は少なくとも年 6回発行し、1号につ

き 24ページ以上含まなければならない 

・雑誌の全体的外観は魅力的でロータリーの品

位と特質にふさわしいものでなければならない 

・雑誌の発行部数は対象地域ロータリアンの過

半数に達していなければならない 

・RI に経済的負担をかけることなく十分な資金

を調達できるものとする 

・ロータリーマークを使い、出版・配布するため

には RIと免許契約を結ばなければならない 

・免許を受けた地域雑誌は指定記事を掲載しな

ければならない 

 次に、全世界のロータリー雑誌についてお話

しますと、 

«発行部数 多 ベスト 10≫ 

第 1位 The Rotarian        50万部 

第 2位 インド・バングラディシュ・ネパール・

スリランカ 

                 121970部 

第 3位 日本（ロータリーの友）   92100部 

第 4位 ドイツ・オーストリア    6300部 

第 5位 韓国            60000部 

第 6位 デンマーク・フィンランド・ 

スウェーデン・ノルウェー・アイスランド            

55000部 

第 7位 イギリス・アイルランド   53000部 

第 8位 ブラジル          51000部 

第 9位 オーストラリア・ニュージーランド  

43000部 

第 10位 イタリア         41000部 
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ここで、創刊の早い順を見てみますと、 

① The Rotarian         1911年 

② イギリス・アイルランド    1915年 

③ イタリア           1924年 

③ ブラジル           1924年 

«発行部数 少 ワースト 5≫ 

第 1位 ウクライナ・ベラルーシ  1000部 

第 2位 ブルガリア・マケドニア・セルビア  

1900部 

第 3位 ポーランド        2000部 

第 4位 メキシコ         2225部 

第 5位 コロンビア        2300部 

昭和 28年 1月創刊の「ロータリーの友」は昭

和 28年 1月生まれの私と同い年ということでな

んだか親しみを感じます。今後とも購読をよろ

しくお願いいたします。 

９月分米山奨学金交付  

 

委員会報告  

櫻井公恵社会奉仕委員長 

薄暮時街頭監視 

９月３０日（水）午後４時～ 

場所： 銚子大橋交差点 

※参加者はメークアップの対象

となります 

御多忙中のところ恐縮ですが、

よろしくお願い致します。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、9/18出

発式および交通安全キャンペーン 交通安全功労者

表彰式の参加は各団体 2名のみとなります。 

 

【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：村田君・寺内君・山崎君・吉原君 

鈴木君・高橋宏明君・富永君 

【Ｍ Ｕ】 なし 

【ニコニコ】 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

9月・10月 11月 例会プログラム 
 

９月 基本的教育と識字率向上月間 ﾛｰﾀﾘｰの友月間 

23日 「私のロータリアン人生 50年」 

銚子東 RC 名誉会員 大内 恭平様 

30日 夜間移動例会観月会は中止。通常例会

  

 

１０月 米山月間 経済と地域社会の発展月間 

7日   永澤 信 会員 卓話 

14日 千葉科学大学 RAC 木原会長 卓話 

21日 米山奨学生卓話  
米山奨学生 カドカンナゲ ラクマーリ カウシャラヤー様 

 世話クラブ：東金 RC 城西国際大学 

同行：米山委員 福田 秀人様(浦安 RC） 

28日  銚子東 RC 藤﨑 一成 様 
 

 

１1月 R財団月間 

4日  オンライン例会（今後詳細は検討） 

11日 「月間に因んで」 

ロータリー財団委員会奨学生・学友小委員会 

     委員長 冨 一美様（成田空港南 RC） 

18日 「未定」 

東日本電信電話㈱  

取締役千葉事業部長兼千葉支店長 境 麻千子様 

25日「ロータリーと共に」 

 第 8グループガバナー補佐 大塚 榮一様 

 

ニコニコ BOX ￥ 4,000 計 ￥153,000 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥  8,411 

米山 BOX ￥ 1,800 計 ￥ 11,630 

希望の風 ￥17,000 計 ￥ 69,020 

次週（９月１６日）プログラム 

「３０００回記念例会ＤＶＤ鑑賞」 

金島 弘会員 

お弁当：膳（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁当：辰巳家（にぎり） 

 

 

 

 

 


