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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 

「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 

 

 

前回例会報告（９月１６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 

ビジターなし       

 

 

 

 

 

会長挨拶 

先週の９月 11 日（金）、第 8 グループ会長幹

事会が、会場である匝瑳市民ふれあいセンター

とオンラインで開催されました。高瀬幹事と私

はオンラインで参加致しましたが、電波状況が

あまり良くなかったようで、話が聞こえたり、聞

こえなかったり、画面がフリーズしたりして、か

なりストレスを感じる会議でした。 

 また、翌日の 9 月 12 日（土）、ロータリー財

団セミナーも会場である TKP ガーデンシティ千

葉とＺＯＯＭを併用しての開催となりました。

当クラブから、高瀬幹事は雨の中会場へ、そし

て、佐藤直子ロータリー財団委員長は ZOOMで参

加して頂きました。お二人ともお忙しいところ、

ありがとうございました。 

さて、先週の例会は漆原ガバナー公式訪問合

同例会でした。コロナ対策として、1階の大ホー

ルでの開催となり、本来ならば、例会終了後に開

催されるクラブ協議会は中止となりました。前

日より、銚子東ロータリークラブの皆様が会場

設営を、後片付けを多部田恵子親睦活動委員長

はじめ、親睦委員会の皆様、そして、会員の皆様

にご協力頂きましたこと、心より感謝申し上げ

ます。 

例会の様子はご出席の皆様はお存じかと思い

ますので、本日は漆原ガバナーとの懇談会の様

子をお話したいと思います。 

懇談会は 11 時 35 分から商工会議所 2 階の会

頭室で行われました。開口一番、「「My  Rotary」

へ必要事項の入力が最後までなされていたのは、

2790 地区で、銚子クラブと銚子東クラブだけで

した。」と、お礼の言葉を頂きました。 

その後、事前にこちらから提出した資料を基

に、漆原ガバナーの質問答えていくという形式

で懇談会は始まりました。やはり女性ガバナー

ということもあり、緊張することなく、和やかな

雰囲気で進行していきました。 

その中で、「女性会員はいつ頃から入会してい

ますか？」とか、「地域・環境保全委員会は、い

つ頃からあるのですか？」とか、漆原ガバナーの

興味を持たれた質問が続きました。 

女性会員については、現会員のお母様や、転勤

されてきた女性など、入会１１年目の私が入会

するずっと前からいらっしゃることをお伝えし

ました。 

そして、漆原ガバナーが「地域・環境保全委員
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会」に興味を持たれたのは、ロータリー財団管理

委員会と国際ロータリー理事会が、新たな重点

分野に「環境の保全」を追加されたからでした。

「地域・環境保全委員会」はもう 10年以上前か

ら当クラブに存在していることを申し述べたと

ころ、「銚子ロータリークラブは、先見の明があ

りますね。」とお褒めの言葉を頂きました。 

また、以前も当クラブと、漆原ガバナーとはご

縁があると申し上げましたが、国際奉仕委員会

での活動の話になったときに、フィリピン、ダバ

オの盲学校に楽器を贈った話をしたところ、漆

原ガバナーが所属する勝浦ロータリーでも、昨

年 10月に同じくフィリピン、ダバオの野球が大

好きな少年少女たちに、安全に野球ができるよ

うに、ヘルメットや心臓ガードなどの安全装具

を全チームに寄贈し、装具の使い方や装着方法

などをレクチャーしてきたことを伺いました。

奇遇というか、ご縁というか、懇談会も大変盛り

上がり、あっという間の 45分間でした。 

懇談会の間、漆原ガバナーは「歴史ある銚子ロ

ータリークラブに何も言うことはありません。

逆に勉強させて頂いております。」と、何度も申

しておりました。私自身も、「銚子ロータリーク

ラブでよかったなあ。」とつくづく思う懇談会で

した。 

というわけで、ガバナー公式訪問は滞りなく

終わりましたが、気を抜くことなく、残り 4 分

の3を頑張っていきたいと思いますので、皆様、

今後ともどうぞよろしくお願い致します。 

幹事報告 
【週報拝受】佐原香取ＲＣ、八日市場ＲＣ 

【活動計画書拝受】佐原香取ＲＣ 

1. 第 7 回日台ロータリー親善会議福岡大会開催

中止のご報告 

2. 風の便り Vol.6 No2(通刊 72号) 

…ガバナー事務所 

3. ハイライトよねやま２４６ 

…公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会 

会員の記念日   

 

 

 

 

 

 

 

 

田中 英子会長（9月 8日） 

結婚記念日 佐藤 直子会員(9月 15日) 

創業記念日 田中 英子会長(9月 7日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧阿天坊俊明会員 

銚商野球部は秋の県大会のブロック予選に勝ち

9月 19日(土)から始まる本大会に望みます。こ

の大会は来年の選抜に出場出来る大事な大会で

す。応援よろしくお願いします。 

✧ 金島 弘会員 

ＤＶＤ上映させて頂きます。 

卓 話 

「３０００回記念例会ＤＶＤ鑑賞」 

金島 弘広報・会報委員長 

銚子ロータリークラブは 1957 年 3 月 23 日、

千葉ロータリークラブのスポンサーのもと県内

8番目のクラブとして創立、同年の 4月 15日に

国際ロータリーの承認を頂きました。 

 諸先輩方のご尽力があり、代々ご指導を受け

継ぎながら、ロータリーの理念、哲学を大切にし

て今日に至っています。 

銚子ロータリークラブ3000回記念移動例会に

際し、2790 地区ガバナーエレクト諸岡靖彦様は

じめ、第 8 グループガバナー補佐高橋宏資様、

補佐幹事、第 8 グループ会長、幹事、ロータリ

アン、千葉科学大学ローターアクトの皆様にご

臨席を賜り、あらためて感謝と御礼を申し上げ

ます。 

1000 回例会は 1977 年 3 月 2 日に、20 代高安

繁嘉会長、岩瀬喜一幹事。「1000回例会に際して」

と題して、丸島鉄男先生により卓話がされまし

た。ロータリーの例会が単なる社交的昼食会と

なる傾向を是正して、例会の真の目的である会

員相互の親睦、親交を深め、楽しい雰囲気のうち

にお互いにロータリーを学び啓発されて、ロー

タリーの責務に全員が参加するように仕向ける
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ことができると語られました。 

2000回例会は 1997年 6月 11日に、40代伊藤

浩一会長、八田明正幹事「情報化時代のマルチメ

ディアと地域開発」銚子地域の過去・現在・未来」

と題して、東京大学教授増田祐司様により記念

講演が開かれました。インテリジェント・コア構

想が銚子の新しい地域構想となる、地域創造力、

地域のビジョン、新しい大航海のかじ取りを期

待したいと語られました。 

本日は 2790 地区 2018～2019 年度ガバナーエ

レクト諸岡靖彦様に「ロータリーが私に教えて

くれたこと」をご講演して頂きますので宜しく

お願い致します。 

3000 回記念という例会を開催でき、本日ご列

席を賜りました皆様の益々のご発展、ご健勝を

お祈り申し上げますと共に、さらなるご指導ご 

鞭撻をお願い申し上げます。 

懇親会は会長挨拶、高橋宏資ガバナー補佐の

乾杯のご発声で始まり、太陽の里さんの趣向を

凝らした料理を頂きながら歓談しました。米屋

の羊羹を当てる利き羊羹のアトラクションの他

に、ひびき連合会長塚東ひびき会による郷土芸

能が行われ、金島会長夫妻も出演し、親子三代に

よる演奏で会場内も大いに盛り上がりました。 

手に手つないで、宮内秀章副会長の挨拶で閉

会致しました。 

1935 年ポール・ハリス夫妻が来日の際、帝国

ホテルに月桂樹を記念植樹し、後に三島の米山

記念館に移植されました。それからいろいろな

クラブに株分けされ巡って、銚子クラブには八

日市場クラブより頂いた月桂樹５世を、猿田正

城会員のご厚意で猿田神社に植樹することとな

りました。2013年 5月 1日に植樹記念を行い、

6月にクラブ 56周年にちなんで、56本の桜を会

員有志で植樹して、ロータリー憩の森としまし

た。 

2019 年 10 月、地区補助金を使って憩の森の

整備を行い、階段、藤棚、ベンチ 2基、コブシ、

フジ２本、サルスベリを植樹しました。10月 14

日雨降る中、24 名の会員で既存桜への堆肥の搬

入、周辺整備の作業を行いました。 

翌年にはフジとサルスベリも綺麗な花を咲か

せてくれ、市民および近郊の方々、参拝者など

「ロータリー憩の森」を広く認知していただけ

ると思います。 

4000回に向けてさらなる例会の充実、クラブ 

の発展に努めていきたいと思います。 

（DVDナレーションより） 
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【出席報告】  

会員総数３８名 出席計算３６名  

出  席２８名  欠   席 ８名 

出席率  ７７．７８％ 

欠席者：村田君・大里君・佐藤君・山崎君 

吉原君・鈴木君・高橋宏明君・富永君 

 

【Ｍ Ｕ】  

9/15銚子東ＲＣ 大里君 

 

【ニコニコ】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

オンライン例会」の開催に向けた準備のお願い 
この度 例会運営委員会では、新型コロナウイルスの

感染拡大等、集合形式での例会開催が困難になる事

態に備え、オンライン会議ツール「Zoom」を活用した

遠隔での「オンライン例会」開催に向けた準備を、下記

のとおり進めることといたしますので、ご協力のほど

宜しくお願い申し上げます。  

                           
① オンライン会議ツール「Zoom」アプリケーショ

ンのインストール 
※すでに Zoom をご利用中の方は、新たにインストー

ルの必要はありません。 

②インストール完了の報告メール送信 

・Zoomアプリのインストールが完了したら、 

インストールしたスマートフォン・タブレット・パソコ

ンから、事務局宛てにメールで報告願います。 

事務局メールアドレス：

rotary@choshinet.or.jp 

・メール本文にお名前をお忘れなくお書きください。 

・今後、オンライン例会のご案内（会議 ID・パスワー

ド等）をメールで実施する関係上、必ず実施願いま

す。 

・実施期限：令和 2年 9月 30日（水） 

ご不明な点は、副島まで、お気軽にお問い合わせく

ださい。 

9/23（水）・9/30（水）の例会前後であれば、直接

お手伝いすることも可能です。 

ニコニコ BOX ￥ 11,000 計 ￥171,500 

スモールコイン ￥  2,160 計 ￥ 10,571 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 11,630 

希望の風 ￥ ― 計 ￥ 69,020 

次週（９月３０日）プログラム 

〜秋の風情を感じる〜例会 

12：30 開会点鐘 

 

13：00 「月」にちなむ俳句コンテスト 

13：15 抽選会 

13：30 閉会点鐘 記念撮影 

お弁当：入船（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁当：辰巳家（にぎり） 

 


