
  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

     

第３１０２号（２０２０年１１月１１日発行） 
 

 

      

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 

「財団学友の社会への貢献」 

地区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） 

   

前回オンライン（Zoom）例会報告（１１月４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 

ビジターなし 

 

会長挨拶 

本 日

の お 客

様は、米

山 記 念

奨 学 生 

シ ョ ハ

ー ン 君

です。授

業の都合で遅れておみえになりますので、間に

合いましたら、後程近況報告をお願いしたいと

思います。 

本日の例会は、銚子ロータリークラブ初めて

の試みである、オンライン例会です。このオンラ

イン例会を開催するにあたり、副島例会運営委

員長をはじめ、会員の皆様のご協力のおかげと、

心よりお礼申し上げます。 

 ３回に分けての ZOOM接続試験でしたが、私は

２回目の ZOOM接続試験に参加致しました。その

時、ちょうど桜井広和会員とご一緒させて頂い

たのですが、大先輩たちがこのような新しい取

り組みに積極的に参加して頂いたことに大変感

激致しました。 

 そして、副島例会運営委員長からも、「もう少

し苦戦するかなと思っていましたが、３日間ス

ムーズに終了しました。さすがは銚子ロータリ

ークラブの会員の皆様だなと改めて感服致しま

した。」と、お褒めの言葉を頂いております。 

副島例会運営委員長は本日急遽例会場に来られ

なくなってしまいましたが、ピンチヒッターで、

櫻井公恵会員にお手伝い頂いております。皆様、

どうぞよろしくお願い致します。 

 先週、１０月３０日（金）に駅前花壇の花植え

が行われました。月末のお忙しいところ、雨天に

もかかわらず、山崎地球環境保全委員長をはじ

め、総勢８名の会員の皆様にご参加頂き、誠にあ
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りがとうございました。 

 夏の暑さで苗が育たず、花植えが遅れており

ましたが、その間市民の方から、「家にある花を

寄付したい」という申し出がありました。その時

には既に苗を注文済でしたので、丁重にお断り

を致しましたが、同時に駅前の花壇を見て、楽し

んでいてくれる市民がいるということを再認識

し、大変うれしい気持ちになりました。 

 さて、今月はロータリー財団月間です。1917

年、当時の会長アーチ・クランフが「世界でよい

ことをする」ための基金をつくるというビジョ

ンを発表し、26 ドル 50 セントの寄付でスター

トした財団は、1928年アメリカミネソタ州で行

われたミネアポリス国際大会で「ロータリー財

団」と命名されました。その後、世界有数の財団

に成長し、何百万という人のために人道的支援

を行ってきました。 

2018 会計年度によれば、ロータリー財団は

1,306口、合計約 86,677,000ドルの補助金を授

与しました。その分野と内訳は、疾病の予防に約

35,661,000 ド ル 、 安 全 な 水 の 提 供 に 約

18,762,000ドル、教育の支援に約 10,998,000ド

ル、地域経済の発展に約 10,504,000ドル、母子

の健康に約 7,205,000 ドル、そして、平和の推

進に約 3,548,000ドルとなっております。 

先程申し上げた通り、「疾病の予防と治療」は

ロータリーの主な活動分野の一つです。新型コ

ロナウイルスの猛威により世界に不安と困難な

状況が広がる中、これまでも世界各地でロータ

リー会員は、適切な手洗いの推進、健康な生活習

慣に関する啓発、医療従事者への研修や機器の

提供といった支援を行ってきました。新型コロ

ナウイルス流行が続く中、ロータリー会員たち

はウイルスに関する周知において保健当局を支

援し、治療の最前線にある医療現場に防護具や

物資を寄贈するなど、地域社会に寄り添って活

動しています。 

また、奉仕と行動を大切にするロータリー会

員は、地域社会で率先してプロジェクトを立ち

上げ、支援を必要とする人びとへの援助を行っ

ています。 

しかし、多くの地域で生活が急変しており、保

健専門家らは、人々が互いの距離を空け、感染力

の強いこのウイルスの拡大防止のために、必要

であれば自己隔離することを呼びかけています。 

先週銚子でも２カ月ぶりにコロナウイルス感

染者が出ました。テレビでは日本だけでなく、世

界のコロナウイルス感染者の数まで示され、そ

れが当たり前の毎日となっています。本日のオ

ンライン例会は、再び例会が開けなくなること

があっても、画面を通してではありますが、こう

して会員の皆様とお会いできることの確認と、

しかし、本音を言えば、実際にオンラインを活用

するような事態にならないことを祈りながら、

１日も早く、人類がコロナウイルスを克服する

日が来ることを心より願っております。 

 

第５回定例理事会報告 

１）11月 12月 1月プログラムの件   …承認 

２）夜間移動例会クリスマス家族親睦会の件 

…承認 12/16点鐘 18時 会場：犬吠埼ホテル 

３）富永泰夏会員退会承認の件      …承認 

４）2021-22年度地区委員推薦の件   

…承認 寺内忠正会員を推薦する 

 

幹事報告 

【週報拝受】銚子東ＲＣ 

1. バギオだより第 81号 

2. 財団室 NEWS 2020年 11月号 

3. 11月の友事務所運営について 

4. 国際大会参加推進委員会より千葉ナイトのご

案内 

5. 2020 年 11 月ロータリーレート  

１ドル＝104円 
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6. 2020 年 11 月ロータリー財団月間リソースの

ご案内 

…ガバナー事務所 

【例会変更】 

八日市場ＲＣ 

11月 3日(火)定款により休会（祝日） 

17日(火)点鐘 12：30 ふれあいセンター  

ガバナー公式訪問のため例会場変更 

24日(火)点鐘 18：30 場所：柿岡屋  

夜間例会のため例会場及び時間の変更 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため急に変

更となる場合あり 

小見川ＲＣ 

11月 4日(水)25日(水) 

定款第 8条第 1節(Ｃ)により休会 

※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。(18時半〜19時の30分の例会） 

会員の記念日   

上総 泰茂会員（11月 3日） 

 

 

 

 

 

 

結婚記念日 髙橋 宏資会員(10月 31日) 

入会記念日 猿田 正城会員(10月 30日) 

高橋 宏明会員(11月 4日) 

創業記念日 髙瀬 幸雄会員(11月 1日) 

 常世田祐一会員(11月 2日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧櫻井公恵会員 

10/30銚子駅前の花植えを行いました。ご参加く

ださった皆様、雨の中をありがとうございまし

た。植え終わったとたんに雨が止みました。。 

１１月分米山奨学金交付  

ショハーン君近況報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンライン上での参加（14名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会場（20名）・米山奨学生 1名 
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11月 12月 1月 例会プログラム 

 

１1月 R財団月間 

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 

 

 

１２月 疾病予防と治療月間 

２日  第 64回年次総会 

山崎 芳樹会員 卓話 

９日  淵岡 彰介会員 卓話 

16日  夜間移動例会 クリスマス家族親睦会 

点鐘 18時 犬吠埼ホテル 

２３日  定款第 7条第 1節(ⅾ)により休会 

30日  定款第 7条第 1節(ⅾ)により休会 

 

 

202１年 1月 職業奉仕月間 

６日  賀詞交歓会  

「年男の抱負」 宮内清次会員  

１３日 「銚子市長卓話」 銚子市長 越川信一様 

20日 「月間に因んで」 

地区職業奉仕委員長 髙橋 潤一様（新千葉 RC） 

２6日(火) 銚子 RC・銚子東 RC合同例会  

※27日(水)振替休会となります。 

 

【出席報告】  

会員総数 ３８名 出席計算３８名  

出  席 ３４名 欠  席  ４名 

出席率 ８９．４７％ 

欠席者： 村田君・鈴木君・富永君 

高橋宏明君 

 

 

 

 

 

【Ｍ Ｕ】  

11/7ロータリー談義の集い 島田君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 6,000 計 ￥249,500 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 17,786 

米山 BOX ￥ 1,300 計 ￥ 20,591 

希望の風 ￥ ―  計 ￥ 89,020 

次週（１１月１８日）プログラム 

「ICTを活用した働き方改革」 

副島 賢治会員 

お弁当：高浦（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


