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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 

〜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 

 

前回例会報告（９月２３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： 

銚子東ＲＣ 名誉会員 大内 恭平様（卓話） 

ご子息        大内 一恭様 

銚子東ＲＣ 会 長  石毛 園子様 

 

会長挨拶 

本日は、銚子東ロータリークラブ名誉会員 

大内恭平様、ご子息の大内一恭様、銚子東ロータ

リークラブ会長 石毛園子様にお越し頂いてお

ります。どうぞごゆっくりお過ごしください。ま

た、大内恭平様には、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。 

 先週９月１８日（金）、市役所市民プラザにて、

秋の全国交通安全出発式が行われました。コロ

ナ禍ということで、各団体２名の参加という制

限の中、櫻井公恵社会奉仕委員長と私で参加し

て参りました。当クラブから、高瀬幸雄幹事が交

通安全功労者として表彰式されましたことを会

員の皆様にご報告いたします。高瀬幹事、おめで

とうございました。 

 さて、９月のロータリー特別月間は、皆様ご存

じの通り「基本的教育と識字率向上月間とロー

タリーの友月間」です。特別月間とは、クラブだ

けでなく、ロータリアン一人ひとりが、ロータリ

ーの活動に参加するよう強調するため、国際ロ

ータリー理事会が指定した月間のことです。 

この特別月間には日本独自のものもあり、先

日、高橋宏資クラブ研修・情報委員長に卓話をし

て頂いた「ロータリーの友月間」がそのうちの１

つです。また、「基本的教育と識字率向上月間」
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は、国際ロータリーとロータリー財団が定める 6

つの重点目標でもあります。 

「識字」とは、文字の読み書きや理解する能力

のことで、文字の読み書きができる人の割合を

識字率といいます。もちろん、日本は世界でも上

位の水準ですが、世界では識字率が８０％に満

たない国や地域も多くあります。識字率の低さ

には歴史的、地理的問題があり、後発途上国の多

くは第二次世界大戦後独立した国が多く、その

後も紛争や差別によって経済的にも困窮してい

る国が多いのが特徴です。 

それでは、読み書きができないとどのような

問題があるのか。文字が読めなければ危険であ

ることがわからず、命を危険にさらしてしまう

可能性が上がること。読み書きができないせい

で、仕事に必要な能力を身につけることができ

ず、仕事が選べない。イコール、これにより収入

が安定した仕事を希望しても就職できず、子ど

もたちの世代まで貧困が続いてしまうという負

のスパイラルに陥ることも少なくないこと。ま

た、読み書きができず、情報や知識を得られない

ために、社会に取り残されることも少なくない

ことなどがあげられます。 

読み書きのできない１５歳以上の人の数は、

世界に７億７５００万人、これは全世界の成人

の 17％にあたります。しかも、学校に通ってい

ない子どもは世界に6700万人いると言われてい

ます。貧困から抜け出すための援助は、お金をあ

げるよりも、教育だとよく言われます。地域社会

が自力で学校を支え、教育における性差別を減

らし、成人の識字率を高められるよう支援する

ことが、私たちロータリアンの目標ですあるこ

とを改めて認識して頂けたらと思います。 

 

 

 

幹事報告 

【週報拝受】鹿島臨海ＲＣ 

【9/2週報拝受】新千葉ＲＣ 

1. ロータリーの世界を変える行動人・保健向上

の推進者」候補者のご案内 

2. ２０２０年８月寄付レポート 

…ガバナー事務所 

 

会員の記念日   

結婚記念日 松本 恭一会員(9月 19日) 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧銚子東 RC名誉会員 大内恭平様 

本日は宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

✧ 銚子東 RC会長 石毛園子様 

9月 9日の合同例会で

は、銚子 RC の田中会

長はじめ、会員の皆様

のご協力を頂きまし

てありがとうござい

ました。 

 

 

✧髙瀬幸雄会員 

9月 18日に交通安全表彰を

受けました。これからも交

通安全に務めます。 
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卓 話 

「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 

私は、銚子ＲＣに昭和 40 年（1965）2 月に入

会し、（昭和47年5月に東ＲＣ誕生に伴い移籍）

平成 27 年（2015）6 月に東ＲＣを退会するまで、

50年 5ヶ月間ロータリアンとして生活致しまし

た。（うち正会員 42 年間 5 ヶ月・名誉会員 8 年

間） 

 自慢してよいかも知れませんが、そのうち 25

年間、連続 100％例会出席したという事実もご

ざいます。それは海外十数ヶ国を含めた他クラ

ブへのメーキャップを含めての話しです。海外

へ行くときは、必ず自分のクラブバナーを持参

し、先方でバナー交換を致しました。 

 ＲＩの世界大会は、昭和 44 年 5 月のホノルル

（ハワイ）と平成 2 年 5 月のポートランド（米

国オレゴン州）と 2 回出席致しました。 

 参考までに申しますと、日本では、過去 2 回

東京（昭和 36 年 5 月）と大阪（平成 16 年 5 月）

で開催されております。 

 次に、銚子東ＲＣが誕生した経緯を申し上げ

ます。 

 私は銚子ＲＣの創立 15 周年にあたる昭和 46

年 7 月に、銚子ＲＣの第 15 代幹事に就任致しま

した（第 15 代会長は故小林平太郎氏）。 

 創立 15 周年記念事業としては、協議の結果、

「銚子市内にもう 1 つ新しいＲＣを作る」こと

と決定しました。この由来として、次の 4 項目

が準拠されたものであります。即ち、 

① 会員数が 88 名となり、例会場が手狭になっ

た。 

② 時のＲＩ本部の「会員増強、クラブ拡大」方

針に沿える。 

③ メークアップを容易にして、出席率向上に

資する。 

④ 1 業種 1 会員制の原則の緩和に通じる。 

一般的に言って、新クラブ拡大には 2 方法ある

が、今回は、既存クラブを平面的に２ＲＣに分割

する方法を採ることとした。即ち、「区域限界」

を滑川と定め、それより東側を「銚子東ＲＣ」の

区域とすることとしました。 

 その結果として、88 会員のうち、33 会員が東

ＲＣへの移籍となりました（白井強治氏と大内

恭平は例外）。 

 さて、「銚子東ＲＣ」は、初代会長に、故網中

喜一郎氏、初代幹事を大内恭平として、昭和 47

年 5 月 16 日（沖縄県本土復帰の翌日）国内では

1,119 番目、千葉県では 44 番目のＲＣとして誕

生致しました。 

  終わりに、50 年間にわたるロータリアン生

活を通して得た最大のメリットとしては、何と

言っても、多くの友人を得たと言うことが挙げ

られると思います。 
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【出席報告】  

会員総数３８名 出席計算３７名  

出  席３１名  欠  席 ６名 

出席率  ８３．７８％ 

欠席者：木曽君・佐藤君・吉原君・鈴木君 

高橋宏明君・富永君 

 

 

 

 

 

【Ｍ Ｕ】  

9/18交通安全出発式  

大里君・櫻井(公)君・田中君 

 

 

 

 

 

 

密集・密接を避ける為、各団体 2 名以内の参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通安全功労者表彰：髙瀬幸雄幹事 

（代理出席：櫻井社会奉仕委員長） 

 

 

9/24成田空港南ＲＣ 金島君 

 

【ニコニコ】 

  

 

 

    

 

 

 

 

近況報告     GG奨学生 工藤 幸介さん 

いつもお世話になっております。 

日本では夏の暑さも和らいできたことと存じま

すが、いかがお過ごしでしょうか。  

ロータリー奨学金の中間報告の件ですが、ご承認

頂きましてありがとうございました。こちらから

もロータリー財団のウェブサイトにて無事に確認

することができました。 

私の方は、先週の水曜日から新学期が無事に始

まりました。まだコロナの影響もあり校舎及び教

室内でのマスク着用は義務化されておりますが、

授業は直接教室で受講することができており、と

ても嬉しい限りです。また、半年近く会えていな

かった同級生たちとも顔を合わせて話すことが

でき、とても充実した時間を過ごしております。 

さて、ジュネーブはすっかり秋模様で涼しくな

っております。日本も季節の変わり目で急な気温

の変化もあることと思いますが、お体に気をつけ

てお過ごしください。引き続き、よろしくお願い

いたします。             （2020/9/22） 

 

ニコニコ BOX ￥11,000 計 ￥182,500 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 10,571 

米山 BOX ￥ 2,810 計 ￥ 14,440 

希望の風 ￥ ― 計 ￥ 69,020 

次週（１０月７日）プログラム 

「木原 正稀について」 

千葉科学大学ローターアクトクラブ 

会長 木原 正稀様 

 

お弁当：犬吠埼ホテル（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


