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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 

「自然災害やデジタル化  

昨今の保険業界について」 

永澤 信 会員 

 

前回例会報告（１０月７日） 

点 鐘：田中 英子会長 

国歌君が代斉唱 

ロータリーソング：奉仕の理想 

四つのテスト唱和 

ビジター紹介： 

千葉科学大学ローターアクトクラブ 

会 長 木原 正稀様           （卓話） 

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 
本日は千葉科学大学ＲＡＣ会長木原正稀君に

お越し頂いております。後程、木原君の卓話を楽

しみにしておりますので、どうぞよろしくお願

い致します。 

また、米山記念奨学生のショーン君は、授業の

都合で後程いらっしゃいますので、よろしくお

願い致します。 

先週９月３０日の例会終了後 16：00より、銚

子大橋交差点にて、薄暮時街頭監視を行いまし

た。 

櫻井公恵社会奉仕委員長をはじめ、総勢１３

名の会員の皆様に参加して頂きました。皆様、お

忙しいところ、ありがとうございました。 

 今年は、ゴールデンウイークもお盆も外出自

粛で、旅行は久しく行っていないという方が多

いのではないでしょうか。コロナ禍の影響で、冷

え込んだ観光や飲食などの消費を促そうと政府

が実施を決めた「Go Toキャンペーン」ですが、

当初は再び新型コロナウイルス感染者が増加す

る中で観光支援策「Go To トラベル」キャンペー

ンを開始すべきか否か、賛否両論が飛び交いま

した。そして、政府は、東京都発着の旅行、東京

都居住者の旅行を当面の間支援の対象外として、

7月 22日よりキャンペーンは実施されました。 

そして、ようやく 10月 1日から東京も加わり、

すべての地域が対象となりました。テレビのニ

ュースに映る観光地はコロナ禍が嘘のように、

どこも人で溢れかえり、にわかに活気づいてき

たように見えました。しかし、それでも、訪日外

国人観光客、いわゆるインバウンドが見込めな

い今、残念ながら、本来の活気を取り戻すのはま

だまだの先のようです。 

さて、アメリカの雑誌「TIME」は毎年「世

界で最も影響力のある 100 人」を「パイオニ

ア（Pioneer）」「Artists（アーティスト）」

「Leaders（リーダー）」「Titans（巨人）」「Icons

（アイコン）」の 5カテゴリーに分けて選んでい

ます。 

https://search.yahoo.co.jp/search?p=Go%20To%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3&ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&fr=link_direct_nws
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「TIME」誌は 9 月 22 日（米国時間）、米テレビ

局 ABC の番組で 2020 年の 100 人を発表しまし

た。日本からは、テニスの大坂なおみ選手と

ジャーナリストの伊藤詩織さんが選ばれた

ことは皆さんご存じのことと思います。 

そして、もう一人ご紹介したい方がいます。

それはロータリーのナイジェリア・ポリオ

プラス委員長であるツンジ・フンショ氏です。フ

ンショ氏は今年、「TIME」誌の「世界で最も影響

力のある 100 人」に選ばれ、世界で活躍する先

駆者、アーティスト、リーダー、著名人、巨匠た

ちとともにリスト入りしました。「TIME」誌は、

アフリカ地域での野生型ポリオの根絶において

ロータリー会員やパートナー団体と協力し、重

要なリーダー的役割を果たしたフンショ氏の功

績を称えました。ポリオ根絶の取り組みにより

この栄誉を受けたロータリー会員は、フンショ

氏が初めてとなります。 

ナイジェリアの Lekki ロータリークラブに所属

するロータリアン歴 35 年のフンショ氏は、第

9110 地区パストガバナーであり、インターナシ

ョナル・ポリオプラス委員会のメンバーです。心

臓専門医であるフンショ氏は、ロンドンの王立

外科医師会のフェローでもあり、妻のアイシャ

さんとともにナイジェリアのラゴスに在住、4人

の子どもと 5人のお孫さんがいるそうです。 

以前も申し上げた通り、アフリカ地域での快挙

は、世界からポリオを根絶するという目標に向

けた大きな一歩です。フンショ氏は、この達成に

ついて「TIME」誌に次のように語っています。 

「ナイジェリアでのポリオ根絶活動は数々の困

難に突き当たりましたが、根絶が実現する日が

必ず来ると信じてやみませんでした。状況が後

退するたびに、ロータリーとパートナー団体が

解決策を見出し、弱い立場にある子どもたちに

ワクチンを投与する戦略を立ててきたのです」 

そして、フンショ氏はこう加えます。「確信をも

って言えることは、ナイジェリアで野生型ポリ

オウイルスを根絶できるなら、どの国でも根絶

が可能だということです」と。 

10 月 24 日は「世界ポリオデー」です。ポ

リオ根絶という歴史の目撃者になるまであ

と少し。今後とも、皆様のご協力を心より

お願い申し上げます。 

第 4回定例理事会報告 
１）１０月１１月１２月プログラムの件 …承認 

２）ガバナー公式訪問決算の件      …承認 

３）９ /３０例会決算の件       …承認 

次々年度役員指名の件 

銚子ＲＣ細則第３条・第１節 

指名委員会設置の件…会長一任 

指名委員会委員（Ｐ会長・現会長・次年度会長） 

☆指名委員長 宮内龍雄会員 

島田会員・松本会員・金島会員・宮内秀章会員 

田中会長・石毛会員 

幹事報告 
【週報拝受】銚子東ＲＣ 

【活動計画書拝受】旭ＲＣ 

1. 日本事務局 事務所再開のお知らせ 

…ＲＩ日本事務局 

2. 青少年奉仕育成セミナー 

3. 10月 1日以降の友事務所運営について 

4. 2020 年 10 月地域社会の経済発展月間リソー

スのご案内 

5. 2020年 10月のロータリーレート 

 １ドル＝105円 

6. RLI通信 2020年 7月号 

7. ＲＹＬＡ実行委員募集のお願い 

8. クラブ支援ロータリー米山記念奨学生募集 

9. ガバナーノミニー・デジグネートの公表につ

いて 

10. 2021-22年度日程表 

11. 2020－21年度 9月分の MCRレポート 

…ガバナー事務所 

12. 第 1回 RYLA実行委員会会議のご案内 

…地区青少年プログラム統括委員会 

【例会変更】 

八日市場ＲC  

10月 13日(火）AM10：00～ 木村屋金物建材(株) 

職場訪問のため、例会場及び時間変更 

小見川ＲＣ 

10月28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。 

会員の記念日   
結婚記念日 常世田祐一会員(10月 5日) 

創業記念日 廣瀬 修一会員(10月) 

 

ニコニコＢＯＸ  
✧寺内忠正会員 

前回月の土地いただきました。トーア産業月支

店としたいと思います。ドアに場所貼っておき

ました。ありがとうございます。 

 

https://time.com/collection/100-most-influential-people-2020/
https://time.com/collection/100-most-influential-people-2020/
https://www.rotary.org/ja/african-region-declared-free-of-wild-poliovirus


 

−3− 

卓  話 

「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 

「木原正稀とは」という題名で卓話をさせて

いただきました。まずなぜこのような題名にし

たかと言いますと、今年（2020‐2021年度）の

千葉科学大学ローターアクトクラブ会長として

様々な行事に参加してさしていただく中で僕の

事を少しでも知ってもらっていた方が交流しや

すいのではないかと考えこのような題名にさせ

てもらいました。僕は今年の 6月で 20歳になり

成人を迎えることができました。その 20年間を

簡単ではありますが紹介したいと思います。 

僕は大阪府堺市に生まれ約18年間堺市で過ご

してきました。小学校は市立で小学 4 年生の時

に母の勧めで中学受験をすることになりそれか

らは勉強の日々が続きました。中学受験をする

小学６年生の大半は秋ぐらいから学校を休んで

勉強（インフルエンザなどの感染症にかからな

いため）するので、僕も同様に休みました。無事

第一希望の私立中学校に合格後小学校に行った

とき僕はなぜか病気で休んでいたことになって

おり卒業式近くまで僕が中学受験をしたことは

周りの友達は知りませんでした。 

そんなこんな私立の中学校に通い始めて２年

が経つころ母から「海外に行ってみたら？」と提

案がありました。確かに私立に行かせてもらい

海外に行ける環境がそろっている学校に通って

いるので一度行ってみようと思い行く事を決意

しました。中学二年生で初めて親元を離れてオ

ーストラリアに２週間留学に行きました。通常

一つのホストファミリーにつき学生二人がホー

ムステイするのですが、僕が留学した年度は僕

以外全員女性だったため一人でホームステイし

ました。当時はとても緊張しましたが日本人と

も話すことなく２４時間英語で話せたことは今

思えばとてもいい経験になりました。 

帰国後はオーストラリアで得たコミュニケーシ

ョンの大切さをモットーに中学三年時には生徒

会副会長を務めました。高校はそのまま同じ学

校へ進学しました。 

高校に入ってインターアクト部に入部しました。

そして先生に自分から志願して熊本地震の震災

ボランティアに参加させてもらいました。現地

では主に瓦礫撤去の作業などをお手伝いさせて

いただきました。震災は現地の人たちでなく日

本全国が協力して復興へ向かう事を行って学び

ました。また、テレビで報道されているのはほん

の一部で現地に行ってしかわからなかった事が

多々あることに気づかされました。 

そして高校一年時の冬にもう一度海外留学を行

くことになりました。理由は中学生の時は二週

間でしたが、より長期間行きたくそれを理由に

３か月の留学を決意しました。場所は前回と同

様でオーストラリアで前回体験できなかった、

学校の授業に参加しました。何より一番の思い

出は中学 2 年生の時にお世話になったホストフ

ァミリーと再会できたことです。3カ月留学でお

世話になった家と中学生の時のホストファミリ

ーが奇跡的に近くて連絡を取り、会えることが

できたことが何よりの思い出です。当時伝えら

れなかったことは最近の話などして時を過ごし

ました。 

帰国後はインターアクト部で様々な行事に参加

しました。タイへ海外研修や、インターアクト年

次大会などです。そんな中一番印象に残ってい

る行事は高校二年後半に開催されたボランティ

アアワードで優勝したことです。各校のボラン

ティア部が行っている活動をプレゼンテーショ

ン形式で発表しました。 

それから受験勉強を始め千葉科学大学に入学し

ました。現在はローターアクトクラブ会長と 1

月に行われる「第 48 回 2790 地区年次大会」の

実行委員長として活動をしています。これらの

事より僕は今までもいろいろな経験をしてきま

したがこれからもこれまで以上にいろいろな経

験をしていきたいと思っています。 
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千葉科学大学ＲＡＣ助成金交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月分米山奨学金交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポールハリスフェロー表彰 

 

 

 

 

 

 

宮内清次会員 マルチ３回目 

 

委員会報告 髙橋宏資クラブ研修・情報委員長 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーの友 10月号読みどころ紹介 

【出席報告】  

会員総数３８名 出席計算３６名  

出  席２３名  欠  席１３名 

出席率  ６３．８９％ 

欠席者： 廣瀬君・石毛君・木曽君・金島君 

村田君・永澤君・信太君・佐藤君 

須永君・吉原君・鈴木君・富永君 

高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】 なし 

【ニコニコ】 

  

 

 

 

 

 

 

クラブ研修・情報委員会 

＝ガバナーノミニー・デジグネートの公表＝ 

国際ロータリー第 2790 地区 2023-24 年度

ガバナーに選出されました。 

2020年 10月 6日 

鵜沢
う ざ わ

 和広
かずひろ

 氏 
所 属  

千葉若潮ロータリークラブ 

ロータリー歴 

1999年千葉若潮 RC入会 

2007-08 クラブ幹事 

2010-11  クラブ会長 

2019-20 第 3G ＡＧ 

 

 

事業所   鵜沢建設株式会社 

職業分類 開発計画 

                            

ガバナーノミニー・デジグネートについては、 

「国際ロータリー細則第 1２条」手続要覧 32ペー

ジをご参照ください。 

 

ニコニコ BOX ￥ 6,000 計 ￥203,500 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 12,986 

米山 BOX ￥ 2,251 計 ￥ 16,691 

希望の風 ￥20,000  計 ￥ 89,020 

次週（１０月２１日）プログラム 

「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 

地区米山記念奨学委員会 福田 秀人様 
(浦安 RC） 

お弁当：膳（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


