
  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

   

     

第３１２４号（２０２１年５月１９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  d2790@choshi-rotary.club 

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 

「産業用水中ドローンの活用例」 

㈱FullDepｔh 代表取締役 吉賀 智司様 

前回例会報告（５月１２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： 

ボーイスカウト銚子第 3団   押田 和彦様 

ガールスカウト千葉県第 21 団 大内 史枝様 

千葉科学大学ローターアクトクラブ 

会 長  木原 正稀様 

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 

会長挨拶 
本日はボーイスカウト銚子第3団押田和彦様、

ガールスカウト千葉県第 21 団大内史枝様、千葉

科学大学ローターアクトクラブ会長木原正稀様、

そして、米山記念奨学生ショハーン君にお越し

頂いております。皆様、どうぞごゆっくりお過ご

しください。 

 5 月 9 日（日）、2020-21 年度地区大会がオン

ラインで行われました。ご覧になった方もいら

っしゃると思いますが、開会の点鐘前に米山記

念奨学生の紹介がありました。それぞれ自分の

将来について話す米山記念奨学生は、皆志高く、

自信に満ち溢れ、その中で、いつにも増して凛々

しく、将来を語るショハーン君を見て、世話クラ

ブの一員として大変うれしく思いました。ショ

ハーン君の描く未来の実現を心より祈っており

ます。 

 そして、昨日 5月 11日（火）には、銚子商工

会議所にて、「千葉科学大学おうえん協議会 

2021 年度第一回理事会」が開催され、グラブを

代表して、私が出席して参りました。「千葉科学

大学おうえん協議会」は現在、事業所及び、団体

会員と個人会員を合わせて 182 会員で、200 会

員を目指しているそうです。会議では、千葉科学

大学へ乗用草刈り機の寄贈と、新入学生 461 名

に銚子アムスメロンを贈呈することが決定され

ました。 

さて、今月は「青少年奉仕月間」です。そこで、

本日は千葉科学大学ロータアクトクラブの木原

会長もおみえになっておりますので、「ロータア

クト」についてお話したいと思います。 

皆様ご存じローターアクトクラブ は、18歳以

上の人々が集まって、地域社会のリーダーと意

見交換したり、リーダーシップと専門的なスキ

ルを育みながら、楽しく奉仕活動を行なってい

ます。 

ロータリーとローターアクトの会員は、世界各

地で奉仕を通じて共に行動しています。大都市

から僻村まで、ローターアクトはさまざまな地

域社会で変化をもたらす、若いグローバルリー

ダーのネットワークです。現在ロータアクトク

ラブは世界 180カ国に 10,698クラブあり、ロー

タアクターの数は 203,298 人です。 

ここで 1つ、2018年に「起業スキルを教える

ことで HIV に感染した女性たちの自立を支援す

るプロジェクト」を実施し、「ローターアクト卓
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越したプロジェクト賞」を受賞したスリランカ

の Edulink International Campusu ローターア

クトクラブの活動をご紹介したいと思います。 

このクラブは、女性たちが自分でつくった商

品を販売できるサイト「Dream Store」（ドリー

ムストア）を立ち上げ、売り上げが直接女性たち

の銀行口座に入るようにしました。プロジェク

ト企画段階で、クラブはまず女性たちと会って

各自のスキルを調べました。その後、地元の専門

家やロータリアンと協力して、女性たちのスキ

ルをさらに伸ばしたり、新しいスキルを教えた

りしたほか、経営の基本と家計管理についての

研修も行いました。 

さらに、スリランカの大手ギフトショップを

含む複数企業と提携して女性たちの商品を販売

し、顧客ベースの確保を支援しました。また、女

性たちの才能を広く紹介することで商品購買を

通じた支援を呼びかけたほか、HIVとエイズに対

する偏見をぬぐうための啓発イベントを開催し

ました。 

「（彼女たちは）前は仕事が見つからず、どこ

にも採用してもらえませんでした。」とクラブの

元会長、ニプン・ペイリスさんは言います。「今

回の表彰で努力が報われた。」そして、「クラブの

達成をとても誇りに感じています。」とも述べて

います。 

経験は役立つこともたくさんありますが、時

に邪魔をし、消極的行動になってしまうことも

少なくありません。皆さんも若い頃を振り返っ

てみて、経験がないからこそ、大胆に行動するこ

とができ、その結果、思いがけず素晴らしい経験

をしたことも少なからずあったのではないかと

思います。 

ローターアクト会員は、クラブの組織、運営、

資金管理、活動や奉仕プロジェクトの計画・実施

を自ら決定することができます。そして、スポン

サーとなるロータリークラブが奉仕のパートナ

ーとしてローターアクトを指導・支援します。と

いうことは、ロータアクターの発想力と行動力

に、ロータリアンの経験が加われば、素晴らしい

活動ができること間違いありません。 

本日ご出席の千葉科学大学ロータアクトクラ

ブの木原会長をはじめ、会員の皆さんにおかれ

ましては、コロナ禍で活動が制限され、大変だと

思いますが、若さと発想力と行動力でローター

アクト活動を盛り上げて頂けたらと思います。

千葉科学大学ロータアクトクラブの益々のご活

躍を心よりご期待申し上げます。 

 

第 11回定例理事会報告  

１）５月６月７月プログラムの件    …承認 

２）次年度クラブ協議会の件…承認 

３）五十嵐新入会員所属委員会・カウンセラーの件 

…承認 ｶｳﾝｾﾗｰ：上総泰茂会員に決定  

所 属：親睦活動委員会 

４）2022-23年度ガバナー補佐候補者推薦の件 

…承認 

５）千葉 RC70周年・旭 RC60周年の件  …承認 

６）地区大会決議案・次年度地区予算案の件…承認 

幹事報告  

【週報拝受】鹿島臨海ＲＣ 

1. 財団室 NEWS 2021年 5月号 

2. バギオだより第 84号 

3. 青少年奉仕月間リソースのご案内 

4. 地区大会冊子地区ホームページ掲載と郵送資

料のお知らせ 

5. 2021 年 5 月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ１ドル＝109 円 

6. 地区ゴルフ大会組み合わせ 

7. 地区大会記念品送付について 

8. RA年次大会ご案内（再送） 

9. 地区大会決議（案）の郵便投票について 

10. Festive Year委員会 100周年誌校正 

11. 次年度地区予算案決議のご案内 

…ガバナー事務所 

12. 地区研修協議会オンライン開催

のご案内及び冊子配布のご案内 

…ガバナーエレクト事務所 

13. 親睦会延期お知らせ 

…地区女性交流会 

14. ロータリーの友購読数についてのお願い 

…一般社団法人ロータリーの友事務所 

15. 第 1回理事会の結果について 

…千葉科学大学おうえん協議会 

【例会変更】 

小見川ＲＣ 

5月 19 日(水)休会定款第 8 条第 1 節（c）により 

旭ＲＣ 

5月 14日(金)振替休会→9日(日)地区大会視聴 

  21日(金)振替休会 

→23日(日)創立 60周年記念式典に振替 

  28日(金)夜間例会 18時 30分 

成田空港南ＲＣ 

5月 27日(木)休会 

会員の記念日   
結婚記念日 木曽  功会員(5月 3日) 

      伊藤 浩一会員(5月 7日) 

入会記念日 髙橋 宏資会員(5月 12日) 

創業記念日 杉山 俊明会員(5月 1日) 

石毛  充会員(5月 6日) 

https://www.facebook.com/edulink.rotaract.club/
https://www.facebook.com/edulink.rotaract.club/
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ニコニコＢＯＸ  

✧大ニコニコ 上総泰茂会員 

5 月 4 日に 3 男が結婚式を挙げ

ました。お酒無し、マスク着用

です。新郎の父親役も今回 3 度

目で終了です。 

 

卓  話 

「保護司の仕事」  松本 恭一会員 

本日は卓話の機会をいただきありがとうござ

います。今月は青少年奉仕月間ですが、ロータリ

ーとは違った角度で青少年とは限りませんが奉

仕活動している保護司について話させていただ

きます。なお杉山俊明さんは保護司歴２０数年、

私はまだ６年強と経験が全く違います。先輩を

差し置いて大変おこがましいのですがどうかご

了承下さい。 

まず保護司はどういうことをするのか、簡単に

説明いたします。 

 目的は、犯罪や非行をしてしまった者の社会

復帰や更生を支援することです。その為に 

① 保護観察中の者（刑務所仮釈放中の者、保

護観察処分の少年など）と定期的に面談を

し、生活状況を確認し相談等にのる。 

② 釈放後スムーズに社会復帰できるよう帰

住予定地の調査、引受人との話し合いを行

う（これを環境調整といいます）。 

③ 犯罪防止の啓発活動を行う（社会を明るく

する運動等）。 

身分は非常勤の国家公務員、但し無報酬です。

法務大臣より委嘱されます。法務省に６つの局

がありますが、その内のひとつ保護局の地方出

先機関千葉保護観察所の保護観察官とともに保

護観察にあたります。県内に現在約１３００人

の保護司が活躍しておりますがこれは２７９０

地区ロータリアンの半分弱の人数です。 

 現在は１名の仮釈放中の者を担当しています。

環境調整を行い、出所２日後に往訪し顔合わせ

を行い、現在月３日のペースで面談をしていま

す。うち１日は往訪、２日は仕事終了後の事務所

に来訪してもらい面談をしています。 

 次に日本の刑事事件の流れを簡単に説明いた

します。 

警察～検察～裁判～矯正～更生保護 と流れま

すが、最後更生保護を保護司が担当します。 

刑事事件の対象は、刑法犯、特別刑法犯、その他

です。刑法は古典的犯罪（殺人、傷害、窃盗、詐

欺など）で１９０７年に制定されその後たくさ

んの改正を重ねてきましたがそれでも賄いきれ

なくなりました。そこで社会情勢に合わせ特別

刑法（覚醒剤取締法、売春防止法、銃刀法、スト

ーカー等規制法、各条令など）を制定し対応して

います。それらと、所得税法、法人税法、公職選

挙法違反などを加えたものが刑事事件となりま

す。 

 警察で事件を認知、捜査又は逮捕し検察に「送

検」します（書類送検又は身柄送検）。検察では

それを元に又は自分でも捜査を加え裁判所に起

訴するかを決めます。「起訴」は約３７％で裁判

では９９％以上が有罪となります。起訴の内約

７０％が「略式起訴」で公判をせず１００万円以

下の罰金刑が決まります。「不起訴」には嫌疑な

しと嫌疑不十分の他に約７２％を占める「起訴

猶予」があります。これは犯罪の嫌疑が存在する

も性格、年齢、境遇、情状等を考慮し公訴を提起

しない制度です。 

 刑事裁判は原則公開になります。刑罰は重い

方から死刑、懲役、禁固、拘留、罰金、科料、没

収ですが罰金以上が前科となり、検察庁の「前科

調書」、本籍地市区町村の「犯罪者名簿」にのる

ようですが重要機密事項であり一般人には公開

しません。 

 矯正は、刑罰を加えながら更生と社会復帰を

促すことですが、施設は(少年)刑務所、拘置所、

少年院などで行います。刑務所出所受刑者の約

２万人の内満期出所者約８千人、仮釈放約 1 万

２千人で大部分保護司が付くことになります。 

 私は生半可な気持ちで保護司を引き受けてし

まいましたが、今となっては対象者とは真剣に

向き合っています。特にやりがいは感じられま

せんが、結局誰かがやらなければならない必要

な仕事です。幸い私は法律上の罪は犯していま

せんが、６３年も生きていますと知らぬうちに

人に迷惑をかけたり心に傷をつけたりしている

と思いますので、その罪滅ぼしとしてこの仕事

を続けたいと思います。 

 ご清聴ありがとうございました。 
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例会プログラム 

６月 親睦活動月間 

2日 熊澤直紀新入会員 卓話 

 9日 会員卓話予定 

16日 お昼の例会 

(卓話なし)終了後、新旧クラブ協議会 

23日 東京電力パワーグリッド㈱ 

成田支社 銚子事務所長 小野 真一様 

30日 会長・幹事退任挨拶 

 

2021-22年度 

７月 特別月間 

  ７ 日 会長・幹事就任挨拶 

 14日 五大奉仕委員長就任挨拶 

 21日 ガバナー補佐訪問（予定） 

 28日 調整中 

 

助成金交付 

ボーイスカウト銚子第 3団 

ガールスカウト千葉県第 21 団 

 

地区ＲＡＣ第 49回年次大会のご案内 

5/22(土)14時 開会点鐘 

大会テーマ 

『みんなでつ

なごう大きな

輪』を掲げ、地

区年次大会を

オンライン開

催します。 

 
大会実行委員長を務める千葉科学大学 RAC木原会長 

 

５月分米山奨学金交付 

 

 

 

 

 

ショハーン君 26 歳  

5/18 お誕生日おめでとうございます。 

【出席報告】  

会員総数３７名 出席計算３３名  

出  席２６名 欠  席 ７名  

出席率 ７８．７９％ 

欠席者： 廣瀬君・木曽君・信太君 

吉原君・熊澤君・鈴木君 

高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】   

5/9地区大会 １００％ 

5/15千葉ＲＣ70周年記念例会 髙瀬君 

5/17次年度第８G会長幹事会 石毛君・須永君 

5/17地区ゴルフ大会  

宮内(龍)君・大里君・寺内君 

5/18銚子東ＲＣ 島田君 

【ニコニコ】 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 17,000 計 ￥541,500 

スモールコイン ￥  2,500 計 ￥ 47,443 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 45,011 

希望の風 ￥ 26,000 計 ￥263,170 

次週（５月２６日）プログラム 

「ローターアクトクラブについて」 

地区ローターアクト小委員会 

委員長 原田 宗広 様（千葉若潮 RC） 

弁当：入船（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


