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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 

URL http://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 

「保護司の仕事」  松本 恭一会員 

 

前回オンライン例会報告（４月２８日） 

点 鐘：田中 英子会長 

ロータリーソング：四つのテスト 

ビジターなし 

会長挨拶 

本年度 3 回目になりますオンライン例会です

が、本日はハイブリッド例会ではなく、初めての

完全オンライン例会です。副島例会運営委員長

には今回もご準備頂き、また、会員の皆様にもご

協力頂き、誠にありがとうございます。本日もど

うぞよろしくお願い致します。 

 4 月 22 日（木）、小見川東急ゴルフ倶楽部に

て、第８グループゴルフコンペが行われました。

当クラブからは 5 名が参加致しました。ちなみ

に、優勝は八日市場 RCの閔 鉉基（ミン ヒョ

ンキ）会員、当クラブ最高順位は寺内忠正会員で

した。ご参加下さいました会員の皆様、ご協力あ

りがとうございました。 

 翌日の 4月 23日（金）には、第 8回第 8グル

ープ会長幹事会がオンラインで行われました。

会議では、ガバナー補佐の退任挨拶の日程や、次

年度について話し合われました。当クラブでも

予定されていた行事が次々と中止となる中、4月

25 日（日）に行われる予定だった次年度地区研

修・協議会も急遽中止となり、今後の状況を見て

地区研修・協議会をどのように開催するか、ある

いは動画配信するか等、検討中となっておりま

す。また、5月 9日（日）に、各クラブから 2名

限定で出席する予定であった地区大会も、会員

全員オンラインでの視聴となってしまいました。

1年以上たった今でも、新型コロナウイルスは落

ち着くどころか、従来より感染力の強い変異ウ

イルスが急拡大し、せっかくのゴールデンウイ

ークも去年と同様ステイホームになりそうです。 

本日はそのような状況の中、世界に蔓延する

新型コロナウイルスに対するロータリー会員の

活動について、お話ししたいと思います。 

 ロータリー会員は、ポリオを根絶間近にして

きた長年の経験を生かして、保健当局による新

型コロナウイルスやワクチンに関する情報伝達

を後押しし、ワクチンに対する誤解をなくし、ワ

クチンの公平かつ平等な配布を支援し、切迫し

た医療機関に防護具を寄贈するなどして感染拡

大防止にあたっています。 

また、「新型コロナウイルスに打ち勝つための

5つ方法」として、 

1.ワクチン接種の重要性を人々に伝える。 

2.平等・公平なワクチン配布を提唱する。 

3.正確な情報を伝えることで、ワクチン接種へ
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のためらいや、誤解をなくす。 

4.マスク着用と手洗いを呼びかける。 

5.保健当局によるワクチン接種の取り組みを支

援する。 

を挙げています。 

そして、コロナ禍でのロータリアンの活動に

ついて、クナークＲI会長及び、ラビンドラン管

理委員長は、次のように述べています。 

「新型コロナウイルス対し、すべての国や地域

に住む、すべての人が一丸となって取り組むこ

とが必要な段階を迎えている今、数十年間の活

動で、ポリオを根絶間近にしてきた草の根の経

験を持つ私たちロータリアンほど、この役割に

適した人はいない。私たちロータリアンは、ポリ

オ根絶キャンペーンを通じて、命を脅かす感染

症が、予防接種活動によって根絶可能であるこ

とを示す成果を実証してきました。世界中の人

に突きつきけられた新たな課題を乗り越えるた

めに、今こそ立ち上がりましょう。私たちロータ

リアンにはその力があります。今こそその意志

を示さなければなりません。」そして、「マスクを

着用し、人との距離を十分に取り、自分の番が来

たらワクチン接種を受け、その体験をオンライ

ンでシェアして他の人にも接種を勧めて欲し

い。」ともおっしゃっています。注射が大嫌いな

私ですが、近いうちに「集団免疫」のために協力

する日がやってくることを覚悟したところです。 

最後に明るいニュースを 1 つ、この度大岩將

道会員が優秀ロータリアンとして表彰されるこ

とになりました。長年に亘り、自主的に行ってい

る写真撮影が、クラブの記録としてや、会員相互

の親睦だけでなく、ロータリー活動の PRや、会

員増強等にも有効活用されていることが認めら

れての表彰です。私の個人的な意見としては、こ

の度の表彰は遅すぎるくらいだと思っておりま

す。 

改めまして、大岩会員、優秀ロータリアン受賞お

めでとうございます。大岩会員の益々のご活躍

を心よりご祈念申し上げます。 

幹事報告  

1. 2022-23 年度ガバナー補佐候補者推薦依頼に

ついて 

…ガバナーエレクト事務所 

2. 2021年バーチャル国際大会のご案内 

3. ＲＬＩパートⅡパートⅢ開催のご案内 

4. 地区大会について緊急ご案内 

5. 地区大会視聴ＵＲＬ配信について 

6. 2021年 3月 MCRポート 

7. 2021奨学生研修会について 

8. RLI通信 2021年 4月号 

9. ＲI日本事務局 2021年 5月 31日（月）まで在

宅勤務を延長のお知らせ 

…ガバナー事務所 

 

 

 

 

 

会員の記念日   
入会記念日 櫻井 公恵会員(4月 24日) 

      小田島國博会員(4月 25日) 

創業記念日 信太 秀紀会員(4月 25日) 

 

 

ニコニコＢＯＸ なし 

 

卓  話 

「昨今の小学校事情―息子の入学式に出席してー」 

 副島 賢治会員 

皆様こんにちは。4月 8日（木）に一人息子が

小学校に入学しました。本日は、 息子が小学校

に通い始めて知った、昨今の小学校事情につい

て話をさせていただきます。 

■入学式のスーツについて 

 私の息子が通う小学校は、市川市立中国分小

学校といって、今年がちょうど創 立 50 周年に

あたる記念の年だそうです。私も来月 50歳を迎

えるので、どことなく縁を感じます。さて、入学

式を迎えるにあたって、息子がどんな格好で出

席する のか私は無頓着だったので、妻からスー

ツを着て出るのだと聞かされて初めて知りまし

た（自分のときはどうだったのか全く覚えてい

ません！）。今回息子に着せたスーツは、幕張新

都心のイオンにて 10,000 円弱で購入しました。
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今後着る機会はおそらくないと思うので、もっ

たいない気もしましたが仕方ありません。知り

合いにあげるかメルカリで売ろうと思います。 

■名前付けについて 

 子供の持ち物にはすべて名前を付けるのは昔

から当たり前だと思いますが、びっくりしたの

は使い捨てのポケットティッシュにも名前を書

くこと。私の妻は、幼稚園から卒園のタイミング

でいただいた名前スタンプ（判子）を活用してい

ます。油性のインクで押したスタンプは、乾くと

指でこすっても落ちません。  

衣服、上履きなどにもこのスタンプで名前を付

けています。あわせて、名前シールもネットで注

文して、こちらは教科書やノートなどに使って

います。また、名前付けが大変なことで有名な

「算数セット」の「数え棒」や「おはじき」など

細 いもの、小さいものにも、このシールが大活

躍です。 

■防犯・見守りについて 

 自宅から学校まで、子供の足で 25分程度かか

る距離があります。今はまだ毎日妻が送り迎え

をしていますが、そろそろ一人で通学するよう

になると思います。  

防犯のため、学校から笛が配付されているほか、

防犯ブザー（ピンを抜くと大きな警報が鳴るも

の）を個別に持たせています。また、「BoT」とい

う市販の GPS 端末を購入・契約して、こちらも

息子のランドセルに入れています。スマートフ

ォン用のアプリをインストールして GPS 端末と

同期をとると、息子の居場所や移動履歴をリア

ルタイムで見ることができます。こんなところ

にも ICT が活用されているのだということを実

感しています。 

■時間割について 

 月曜日から金曜日まで、毎日 5 時間目まで授

業があります。科目は国語・算数・体育・音楽・

図工・図書・書写・生活・道徳・学活となってお

り、理科と社会がありません。他の自治体がどう

なのか分かりませんが、少なくとも市川市の小

学校では、1年生の間は理科と社会がないそうで

す（「生活」の授業でそれに近いことはやるよう

です）。また、火曜日の昼休み時間は「わくわく

タイム」となっていて、昨日は何をやったのか息

子に聞いたところ、6年生の生徒さんたちが 1年

生とペアになって、鬼ごっこなどをして遊んで

くれたとのことで、学校も生徒たちが楽しい学

校生活を送れるよう、様々な工夫を凝らしてい

るのだと思いました。 

■給食について 

 4 月の献立を見ると、15 日中、主食がごはん

の日が 13日、パンが 2日と、圧倒的にごはんが

多くなっています。私が小学生の頃はほとんど

がパンで、ごくたまにカレーライスが出るとと

ても嬉しかった記憶があります。その他、うどん

やスパゲッティ（ソフト麺）がしばしば出ていま

したが、今の献立には見当たりません。また、昔

は先生が残すことを許してくれずに、昼休みに

入っても食べている子がいましたが、今は時間

が来たら終了で残しても構わないそうで、好き

嫌いの多い息子は喜んでいます。もちろん今の

ご時世、無理強いはできないとは思いますが、一

方で食品ロスといった観点ではいかがなものか

とも思ってしまいます。 

 他愛もない話でしたが、以上で私の卓話とさ

せていただきます。ご清聴、誠にありがとうござ

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出席報告】 １００％ 

 

【Ｍ Ｕ】 5/11銚子東ＲＣ 金島君 

 

【ニコニコ】 オンラインの為なし 

     

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ ― 計 ￥524,500 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 44,943 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 45,011 

希望の風 ￥ ― 計 ￥237,170 

次回（５月１９日）プログラム 

「産業用水中ドローンの活用例」 

㈱Full Depｔh（フルデプス）            

代表取締役 吉賀 智司様 

弁当：膳 （幕の内） 
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13：00 開 会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンライン例会参加 23名  

2020-2１年度 地区大会 オンライン視聴 ５月９日（日）アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張ホール 

 

点鐘 漆原ガバナー 

 

第8グループクラブ紹介 

大塚ガバナー補佐 

 

2021-22年度地区大会は、10月 30(土)・31(日) 

会場は、アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張です。 

 

14：00 ＲＩ会長代理 講話 

「ＲＩ現状報告およびＲＩ会長代理メッセージ 

～ロータリーは無限の機会への招待～」 

 

 RI会長代理 第 2840地区（群馬） 

パストガバナー 本田 博己様 

 

 


