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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  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 

「新入会員卓話」 熊澤 直紀会員 

前回例会報告（５月２６日） 

点 鐘：田中 英子会長 

ロータリーソング：それでこそロータリー 

四つのテスト唱和 

ビジター紹介： 

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） 

千葉科学大学 RAC会長 木原 正稀 様 

会長挨拶 
本日は国際ロータリー第2790地区ローターア

クト小委員会委員長 千葉若潮 RC 原田 宗広様、

千葉科学大学ローターアクトクラブ会長 木原

正稀君にお越し頂いております。原田様には、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。 

 5月 21日（金）、銚子駅前花壇の花植えを実施

致しました。当日はあいにくの空模様でしたが、

宮内清次地域環境保全委員長はじめ、9名の会員

の皆様にご参加頂きました。雨の中ご参加下さ

いました皆様、ありがとうございました。 

 また、銚子市文化会館にあるソテツですが、今

年も伊藤浩一会員よりお申し出があり、剪定を

お願いすることになりました。毎度伊藤会員の

ご厚意に心より感謝申し上げます。 

5 月 22 日（土）、2020-2021 年度 国際ロータ

リー第 2790 地区ローターアクト第 49 回年次大

会がオンラインで開催され、当クラブからは須

永清彦青少年奉仕委員長が参加致しました。本

日お見えになっております千葉科学大学 RAC 会

長の木原正稀君が実行委員長で、オンラインと

いう初めての試みにもかかわらず、大成功だっ

たと伺っております。木原君、大役ご苦労様でし

た。 

また、5月 23日（日）には、東総文化会館に

て、旭 RC 創立 60 周年記念式典が挙行されまし

た。コロナウイルス感染拡大防止の為、祝宴なし

の式典のみ、出席者は各クラブ 2 名ということ

で、高瀬幸雄幹事と私で出席して参りました。旭

ＲＣのスポンサーである当クラブは、式典で表

彰され、飯嶌会長より感謝状を頂きました。 

また、式典後の

「創立 60 周年記

念コンサート」で

は、地元の若き声

楽家の歌に魅了

され、コロナ禍で

も格式高い素晴

らしい式典でし

た。 

 そして、昨日は「日本のロータリー100周年を

祝う会」がオンラインで配信されました。皆様ご

覧頂けましたでしょうか？本日は、ロータリー

100 周年を祝う会実行委員会実行委員長である

千玄室氏が、基調講演でもお話になった「奉仕」

についてお話したいと思います。 

千玄室氏は皆様ご存じの通り、茶道裏千家元

15 代家元で、公益財団法人ロータリー日本財団

の理事長でもあられます。千玄室氏は 2019年 9

月、桜井 RCでの卓話でも「奉仕」についてお話

になっておりますので、一部ご紹介致します。 

～奉仕についてですが、米山梅吉さんが、100
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年前にロータリーを日本に持ってこられた時一

番困られたのが、「サービス（Service）＝奉仕」

を日本人にどのように理解してもらえるかでし

た。欧米は、宗教はキリスト教が中心です。毎週

教会へ行ってお祈りをして、自分が働いた浄財

を、自分より少しでも気の毒な人のために、神の

思し召しで「ドネイション（Donation）」をする。

この「ドネイション（Donation）」が「サービス

（Service）＝奉仕」になるわけです。ですから、

多くのキリスト教徒のロータリアン（ポール・ハ

リスもそうですが、）にとって「奉仕」は身近な

ものであって、大げさなことを考えていたわけ

ではないのです。 

米山さんは、日本のロータリーは、丸々アメリ

カ式のロータリーではいけない、アメリカ式の

中にも、日本の「奉仕」の精神は一家言の意義が

あると考えたに違いないと思います。それは何

かといえば、「布施」なのです。釈尊の仰せにな

った「無財の七施」はとても大事な教えで、お金

だけで「布施（ほどこし）」ができるのではなく

て、皆さん方の身体全体で布施をすることが大

事だということで、これが先ほどの単なる「ドネ

イション（Donation）」ではない、「デディケーシ

ョン（Dedication）＝身を捧げる」と同じなので

す。 

身体を使い、眼を使い、心を使い、言葉の情け

を持つこと（＝「言辞施」やさしい言葉を使うこ

と、思いやりを持った態度と言葉を使うこと）、

にこやかな顔をし（「顔施」＝いつも穏やかに、

和やかな顔つきをもって人に接すること）、そう

することによってロータリーの人たちは、「ロー

タリアン」になると思っています。～と、述べて

います。画面を通してみる千玄室氏は、人生 100

年時代の先頭を行く、御年 98 歳、その 98 歳の

千玄室氏が 100 年後のロータリーを思い、語る

お姿はとても素晴らしく、大変勉強になりまし

た。「日本のロータリー100 周年を祝う会」は 6

月 18日までは視聴可能と伺っております。皆様

もぜひご視聴頂き、100年前の日本のロータリー

を知り、100年後の日本のロータリーを考えるき

っかけになれば幸いです。 

幹事報告 

1. 日本のロータリー100 周年を祝う会記念式

典・祝賀会オンライン視聴のご案内 

2. 風の便り Vol.6 No10(通刊 80号) 

3. 20-21 年度クラブ周年記念行事についてのお

願い 

4. 2020-21年度フェアウェル中止のご案内 

5. 2021年４月 MCRレポート 

…ガバナー事務所 

6. 地区研修・協議会の動画配信のご案内 

…ガバナーエレクト事務所 

7. オンライン茶話会サロンおよび講座「知り台

湾」について 

…銚子市国際交流協会 

【例会変更】木更津東ＲＣ事務局住所変更 

会員の記念日   
結婚記念日 廣瀬 修一会員(5月 26日) 

       

ニコニコＢＯＸ  
✧須永青少年奉仕委員長・島田ＲＡＣ委員長 

地区ロータ

ーアクト委

員長原田様、

アクト木原

さん、22 日

の年次大会

ご苦労様で

した。原田

様には本日

の卓話よろしくお願い致します。 

 

 

✧宮内龍雄会員 

先日行われた両ロータ

リーゴルフでハンデに

恵まれ優勝いたしまし

た。ちなみに先週はゴ

ルフ４回、釣り 1回、

少しは仕事もするよう

にがんばります。 

 

 

✧櫻井公恵会員 

5/21は小雨降る中、宮内清次地域環境保全委員

長のもと駅前の花植えにご協力いただいた皆様

ありがとうございました。 
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卓  話 

「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） 

地区ローターアクト小委員会から参りました

原田と申します。所属クラブは千葉若潮ロータ

リークラブです。 

本日は田中会長を始めといたします銚子ロータ

リークラブの皆様、お招きくださいまして誠に

ありがとうございます。また日頃より地区ロー

ターアクトの活動にご理解とご協力を賜り感謝

申し上げます。 

さて今日はローターアクトの運営に関する変

更点を中心にお話しさせて頂きます。 

まず 2022年 7月よりローターアクトクラブもロ

ータリークラブと同様にグローバル補助金申請

が可能となります。要件として以前にグローバ

ル補助金でロータリークラブと共に活動した実

績が必要となります。次に 2022年 7月よりロー

ターアクトにも人頭分担金の支払いが義務化さ

れます。学生基盤クラブ 1 名 5 ドル、社会人基

盤クラブ 1 名 8 ドル、それによりロータリーク

ラブと同じレベルでのマイロータリーの更新・

管理が必要となりますのでご留意ください。ま

た新クラブ設立時の加盟金50ドルは廃止となり

ます。 

次にすでに変更されている事項についてご説

明いたします。ローターアクトの年齢制限は今

まで 18歳から 30歳までとなっておりましたが 

30歳までという年齢制限が撤廃されています。 

よってローターアクトの入会資格の定義は、18

歳以上の若い成人となっております。しかし、

スポンサークラブの同意で設定可能です。全国

的には 30歳や 35歳までに設定しているところ

が多く見受けられます。 

そしてスポンサークラブの有無に関わらず新ク

ラブを設立できたり、他のローターアクトクラ

ブをスポンサークラブにすることも可能となっ

ております。つまりローターアクトの設立や運

営を簡略化して自由に活動させて会員増強につ

なげたい RIの意向と思われます。また、全ての

ロータリー地区委員にローターアクトを加える

ことが推奨されています。今年度と次年度はす

でに地区ローターアクト代表経験者に地区ロー

ターアクト委員に加わって頂いております。 

次に RIの目標についてお話いたします。RIは

2022 年までにローターアクターを 100％会員増

強させ、その中の 20％をロータリークラブへ入

会させることを目標としています。2029 年まで

にはローターアクター会員 100 万人にしようと

言っております。 

現状では世界のローターアクトは約 22万、 実

にロータリアン 10人のうち 1.5人がローターア

クターという事になります。こういったことか

らもRIがローターアクトに目を向けている理由

がうかがえるわけです。 

ちなみに日本ではロータリアン 10 人のうち

0.001%ほどで世界との差は歴然です。よく言え

ば伸びしろしかないと言えます。そんな中、当地

区のローターアクトは少ないメンバーの中頑張

っております。近年では日韓台三カ国国際交流

会をホスト開催し大成功させました。 

ロータリー国際協議会や APRRC といった国際的

な行事へも積極的に参加しています。千葉の親

子三代夏祭りでは第 3 グループとセッションし

ました。 

昨年度に起きた台風 15 号 19 号で被災した館山

市へ皆でボランティア活動を行うなど、目を見

張る活動をしています。RYLA セミナーやインタ

ーアクト年次大会では必ず応援にかけつけてい

ます。地区ロータリーとしてもローターアクト

はかけがえのない存在であることは言うまでも

ありません。 

今後の課題としてはまずもってクラブ単位の

基盤向上といえます。地区として盛り上がって

いますがクラブ単位ではまだまだです。コロナ

禍ではあるもののオンライン例会の開催もまま

ならない状況です。提唱ロータリークラブとの

関係をより強固なものとして支えて頂けたら幸

いです。親睦や奉仕活動も積極的に共同開催な

ど行って頂きたく思っております。ローターア

クトにもクラブ戦略計画を作成してみるのも良

いと思います。地区としては他の青少年委員会

行事と連携しながら会員増強にも取り組んでい

きたいと思っております。 

次年度は 2021年 11月 20日にローターアクト第

1 エリア会議をホスト開催することが決まって

おりますのでご協力のほどよろしくお願い申し
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上げます。 

最後になりますが、将来的にはローターアクト

は、ロータリーの青少年プログラムからはずれ

て自力で運営がなされるようにしていく流れで

す。我々の地区ローターアクト委員会もいずれ

なくなるのではと思います。しかしながらロー

タリークラブの協力なくしてローターアクトの

成功はありえません。 

次世代のリーダーや将来のロータリアンに導い

ていくことも我々ロータリアンの使命のひとつ

ではないかと思います。今後ともご協力のほど

よろしくお願い申し上げます。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

【出席報告】  

会員総数３７名 出席計算３３名  

出  席２４名 欠  席 ９名  

出席率 ７２．７３％ 

欠席者： 木曽君・宮内(秀)君・村田君 

大里君・佐藤君・信太君・吉原君 

鈴木君・高橋宏明君 

 

 

【Ｍ Ｕ】  なし 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

報 告 

旭ＲＣ60周年記念式典に於

いて感謝状を頂きました。 

 

 

 

 

＝地域・環境保全委員会報告＝ 

5月 21日(金)10時 30分〜 

銚子駅前花壇の花植えを実施しました。 

 

 

 

 

 

【地区からのお知らせ】 

地区研修・協議会の動画配信 

地区ホームページに掲載されましたのでご案内

いたします。 
地区ホームページ 

トップ左側  ガバナーエレクト 

  ↓ 

NO．００３ 地区研修・協議会（動画配信）  

配信ページへ をクリックしてお進みください。 
 

 

日本のロータリー100周年を祝う会 

記念式典・祝賀会 オンライン視聴可能！ 
【今後の YouTube視聴アドレス】 

日本のロータリー100周年を祝う会 

（一部無音状態の箇所がございますことをご了承く

ださい。） 

https://youtu.be/Bb-7UMQNjtU 
ご視聴いただける期間は「2週間程度」とのこと、申

し添えさせていただきます。 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 10,000 計 ￥595,500 

スモールコイン ￥  2,050 計 ￥ 49,493 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 48,231 

希望の風 ￥ ― 計 ￥263,170 

次週（６月９日）プログラム 

「ＤＶＤ鑑賞 水漫々の…米山梅吉その生涯」 

―続編― 

弁当： 辰巳家（にぎり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Bb-7UMQNjtU

