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2021-2022年度 シェカール・メータＲＩ会長テーマ    ２７９０地区ガバナー 梶原 等（千葉ＲＣ） 

SERVE TO CHANGE LIVES                 地区スローガン Love Other Spirit 

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために        〜繋ごう次世代へ 夢ある未来に向けて〜 

製作◇広報・会報委員会 多部田恵子 廣瀬修一 大岩將道 宮内秀章◇ 

 

今週のプログラム 

「五大奉仕委員長就任挨拶」 

髙瀬幸雄 クラブ奉仕委員長 

佐藤直子 職業奉仕委員長 

淵岡彰介 社会奉仕委員長 

寺内忠正 国際奉仕委員長 

櫻井公恵 青少年奉仕委員長 

前回例会報告（７月７日） 

点 鐘：石毛 充会長 

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： 

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 

新旧会長幹事 バッジ交換 

会長挨拶 

皆さんこんにちは。銚子ロータリークラブ、第

65 代会長を拝命しました石毛充でございます。

初めに、改めまして前年度田中会長、高瀬幹事、

１年間お疲れ様でした。本日は、お客様として米

山奨学生バンダーラナーヤカ・ショハーン・マル

ウィンダヤス君に出席を頂いておりますので、

後ほど近況報告をお願い致します。コロナ禍の

中、理事、役員、各委員長の皆様、須永幹事には、

お役を快くお受けして頂きありがとうございま

す。本日新年度最初の理事会と例会がスタート

できました事に深く御礼申し上げます。 

まずは、先日土曜日に発生しました静岡県熱

海市伊豆山地区における土石流被害でお亡くな

りになった方に対しご冥福をお祈りすると共に、

被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げ

ます。また銚子市内でコロナウイルス感染が増

加傾向で、銚子クラブで今後の対応を考えて行

きます。 

さて、本来なら新年度始めの社会奉仕活動と

なる「社会を明るくする運動」のご報告となる予

定でしたが、コロナウイルス感染予防の為中止

となりました。この運動は今年71回を迎えます。 

改めて運動の趣旨を申し上げますと「社会を明

るくする運動はすべての国民が犯罪や非行防止

と犯罪や非行をした人たちの更生について理解

を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯

罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を

築こうとする全国的な運動」で、銚子市では昭和

26 年より運動が始まりました。私は、毎年楽し

みにしていた県警音楽隊やたくさんの練習を積

んだ市内小学生の鼓笛隊の大行進が見られない

のがとても残念です。 

先日より銚子市内でもワクチン接種が始まり、

会員の皆様の中にはすでに摂取を済まされた方

もおいでになるかと思います。私の住んでいる

旭市では、先週ワクチン接種の予約票が届きま

した。１１月以降の接種かと思います。早期に会

員みなさんがワクチン接種を終えて、一日も早

く安心して楽しいロータリー活動ができるよう

考えて参ります。 

皆さん本日は７月７日、七夕です。このような

言い伝えがあるのは皆さんご存知かと思います。 

昔あるところに神様の娘である織姫と、若者の

彦星がいました。二人はとてもよく働くしっか

り者でした。やがて 2 人は結婚しました。しか

し働き者だった 2 人は、結婚したとたん急に遊
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んで暮らす様になり、怒った神様は 2 人の間に

天の川を作って引き離してしまいました。悲し

みに暮れた 2 人は泣き続けました。それを見た

神様は、以前のように真面目に働くなら、一年に

一度だけ 2人を会わせてあげよ

うと約束してくれました。それ

から 2人は一生懸命働くように

なり、一年に一度だけ天の川を

渡って会う事が許されたとの

事です。織姫と彦星の年に一度

の逢瀬。心温まるひと時を感じ

ながら夜空を眺めてはいかが

でしょうか。 

最後になりますが、銚子ロータリークラブの

会長としてまだまだ未熟者な私でございます。

会長挨拶も充実した内容を話せる訳でもありま

せんが、ほんの一瞬、一息ついていただけるご挨

拶をお届けできればと思っております。重責を

全うすべく、微力ではございますが最善の努力

を尽くす所存でございますので、どうか皆様の

ご指導ご鞭撻を賜りたく、どうぞよろしくお願

い申し上げます。 

第 1回定例理事会報告 
１）委員会構成の件          …承認 

２）会費、入会金、各種負担金の件   …承認 

３）誕生祝い品の件          …承認 

４）東ＲＣとの役割分担の件      …承認 

５）Ｒ財団寄付の件          …承認 

６）取引先金融機関の件        …承認 

７）例会日程の件           …承認 

８）交際費等の件           …承認 

９）同好会、青少年団体補助金の件   …承認 

10）メーキャップ等の取り扱いの件   …承認 

11）山本新入候補者・飯島新入候補者の件…承認 

12）7月 8月 9月プログラムの件     …承認 

13）ガバナー補佐訪問クラブ協議会の件 …承認 

14）ガバナー公式訪問の件       …承認 

15）20-21年度決算案 21-22 年度予算案の件       

…承認 

16）ガバナーノミニー・デジグネート候補者推薦の

件（2024-25年度ガバナー）     …継続審議 

17）世界ポリオデー・環境保全プロジェクトの件 

…継続審議 

幹事報告 
1. 2021年 7月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ １ﾄﾞﾙ＝１１１円 

2. My ROTARYを通じた入会候補者情報管理ｶﾞｲﾄﾞ 

3. 日本事務局在宅勤務延長 

4. 7月の友事務所運営の確認（コロナ対策） 

5. ロータリー青少年交換派遣学生募集のご案内 

6. ガバナーノミニー・デジグネート（2024-25年

度ガバナー）候補者推薦について 

7. 新年度各クラブへの文書配信のお願い 

8. 第 2790地区ガバナー月信 7月号データ送付の

ご案内 

9. 印西 RC事務局連絡先変更のお知らせ 

10. 研修委員会アンケート 

11. バギオだより第 85号 

12. 静岡県熱海市伊豆山地区土石流災害支援及び

地区内災害支援について 

…ガバナー事務所 

13. オンライン茶話会サロンおよび日本語教室に

ついて 

…銚子市国際交流協会 

14. 令和 3 年度 関東近県中学生選抜野球大会中

止について 

…銚子市スポーツ協会 

会員の記念日   

入会記念日  

松本 恭一会員(7月 4日) 

鈴木 達也会員(7月 5日) 

髙瀬 幸雄会員(7月 6日) 

杉山 俊明会員(7月 7日) 

創業記念日 

阿天坊俊明会員(7月 1日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧石毛充会長・須永清彦幹事 

2021-22 新年度、1 年間よろしくお願いします。 

✧伊藤浩一会員 

田中英子直前会長、銚子ロータリークラブ初の

女性会長として御苦労様でした。石毛新会長、

1年間頑張って下さい。 

✧猿田正城会員 

石毛会長、須永幹事ご就任おめでとうございま

す。 

✧金島 弘会員 

石毛会長、須永幹事 1 年間頑張って下さい。ホ

タルも出て来ましたので見に来て下さい。 

委員会報告大里忠弘クラブ研修・情報委員長 

ロータリーの友 7月号 

読みどころをご紹介 

 

7 月分米山奨学金交付 
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卓  話 

＝会長就任挨拶＝ 第 65 代 石毛 充会長 
本年度創立 65 年とい

う長い歴史と伝統を誇

る銚子ロータリークラ

ブ第 65 代会長を務めさ

せて頂く事になりまし

た石毛でございます。 

浅学非才はもとより

ロータリーに関する知

識、経験において未熟な

私ではありますが、改めて須永幹事、SAAの島田

さん、理事の皆さん、各委員会の皆さんには心よ

くお役目をお受けして頂き、誠にありがとうご

ざいました。 

また会員皆様のご指導とご協力を仰ぎながら

この重責を一年間誠心誠意務めて参りますので、

どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

2021-22 年度 RI 会長シェカールメータ氏(イ

ンド、カルカッタ、マハナガル RC 所属)は「人

のために世話を奉仕することが最良の生き方。

その経験を通じて誰かの人生だけでなく自分の

人生を豊かにできる」と述べています。それはロ

ータリー奉仕プロジェクトへの参加を通じて自

分自身が人間として大きく成長できたこと、ま

たその経験をから自分以外の人に心も目も向け

られるようになったことで実感しております。 

テーマとしては「SERVE TO CHANGE LIVES  奉仕

しよう みんなの人生を豊かにするために」を

述べられています。また 2790 地区梶原等(千葉

RC)ガバナーは地区スローガン「LOVE Other 

Spirit 繋ごう次世代へ 夢ある未来に向いて」

とし、次世代のために平和で安心できる明るい

夢のある社会を創造していくべくロータリーア

ンはさらなる社会への奉仕を続け、自身の人生

をより豊かにする行動をしましょうと述べてい

るのです。今年度は会長エレクト研修セミナー、

地区研修協議会がオンラインでの開催となった

ことで、次年度に向け参加された会長エレクト

の皆さんとお会いしたのはＷＥＢ上だったこと

もあり互いの緊張をあまり感じることができず

新年度がスタートしました。 

昨年度銚子ロータリークラブで何度も議論さ

れ、皆さんも感心を持たれた地区の方針の一つ

「グループ編成の具体化」です。年度内に各クラ

ブへ具体的に周知し 2023-24 年度には再編実施

を予定しております。 

さて、私の入会は、銚子市での地区大会が開催

された年でした。盛大に行われたことをよく覚

えております。一番印象深いのは、体育館で大懇

親会が行われたことです。今思うと凄いことで

すよね！当時はほとんど力になれませんでした

が、会員の皆様には改めて大変お疲れ様でした。 

翌年には東日本大震災が発生し大きな衝撃を

受けました。その約 1 ヶ月後に会員の皆様が被

災地に支援物資を届ける活動に参加させて頂き、

クラブの皆さんのスピーディーな行動力に本当

に驚きました。奉仕活動とは困っている方々が

いたら即行動することが重用だと実感致しまし

た。 

また毎年恒例の親睦会でのアトラクションで

は、「ロータリークラブでそこまでやっちゃって

大丈夫なのだろうか？」と思いましたが、余興の

ために真剣に練習を重ね、夢中になる皆さんに

圧倒されました。私は会員相互の親睦が何より

も重要であると確信いたしました。 

話が戻りますが、私は 16年前までトラックの運

転手でした。ご縁がありまして会社の代表とな

り銚子ロータリークラブへ入会させて頂きまし

た。後で聞いた話しですが、本来ここに立ってい

るのはもしかしたらうちの妻だったかもしれま

せん。当時は私でなく妻を入会にお誘いに行っ

たと聞きまして、少し複雑な気持ちでしたが、こ

のような機会を頂き改めて感謝申し上げます。 

さて、今年度がスタートしましたが、一昨年よ

りコロナウイルス感染拡大で活動が制限され、

さまざまな活動に自粛を余儀なくされてしまい

ました。ワクチン接種も具体的にスタートしま

したが、コロナ禍の終息は依然として感じられ

ません。そこで敢えて今年度は「クラブの未来と

活性化に向けて」をテーマとさせて頂きます。伝

統と格式のある銚子ロータリークラブです。こ

のような時こそクラブの原点に戻り、人と人と

の繋がりや助け合い、思いやりを再確認する時

ではないかと思います。昨年度職業奉仕委員会

で会員の皆様にアンケートを行い、あえて銚子

ロータリークラブの未来を考えて 

① ロータリーの基本である「個」を大事にで

きるクラブ 

② 銚子ロータリークラブの伝統と格式を守

っていく 

③ 迷わず入会していただけるような魅力あ

るクラブ作りをしていく 

以上を今年度も引き続き重要課題として考え

て参ります。また、現在の状況がこれからもしば

らくは続くものと思われます。そのような中で

「今何ができるのか？」を念頭に置き、人が集う

ことが困難な状況を踏まえ会員皆様の安心、安

全を考慮し、どのようにロータリーの活動を行
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っていくかを模索し、皆様のご意見、ご協力を仰

ぎつつ、今抱えているクラブの課題、奉仕活動の

充実、会員相互の親睦の在り方を熟考し、クラブ

の活性化を考えていきたいと思います。また、会

員の三大義務の一つである例会出席は、会員の

親交を深め、お互いが切磋琢磨し自己研鑽を図

ることにより、奉仕の精神を高める貴重な修練

の場です。未だ、コロナウイルス蔓延で長らく閉

塞感が続き、社会情勢の不安、経済状況の厳しい

中で疲弊している世の中ですが、週一回「あの

方々に会える、出席して楽しかった」‐そんな時

間を共に過ごす例会ならば、会員増強、退会防止

にも自ずと繋がるのではないでしょうか。改め

て例会出席の大切さを実感しております。今会

員の皆様が親睦を深め、活動ができる唯一の場

が例会だと思います。安心して出席できる例会

開催を目指します。微力ではございますが、全力

で会長の職務を遂行して参りますので、会員皆

様のご指導、ご鞭撻を賜りたく、重ね重ねよろし

くお願い申し上げます。 

＝幹事就任挨拶＝    須永 清彦幹事 
銚子ロータリークラブ第

65 期石毛会長のもと、幹

事を仰せつかりました須

永です。平成 30年 3月に

松本会員の紹介により、

入会してから 4 年目の頼

りない幹事とは思います

が、ご指名を頂きました

以上は会長と心を合わせ、

会長の方針・想いを達成

して参る所存です。 

今年度石毛会長は「クラブの未来と活性化に

向けて」をテーマに掲げておられます。新型コロ

ナウイルス感染症対策に考慮し、ロータリーに

とっても最も重要な会員相互の親睦、また、ロー

タリーの価値観と地域社会への貢献、そして、ロ

ータリークラブの認知の度のアップについて考

え行動する機会を作りたいと思います。 

また、幹事業務は会員皆様へのサポートが日々

必要です。自身の職を全うしながらしながらク

ラブの運営もベストを尽くします。電話やメー

ルの返信がすぐできない場合があるかもしれま

せんが、可能な限り早急な対応を心掛け、ロータ

リーの【四つのテスト】を常に頭の中で考え幹事

の業務を遂行してまいります。 

会長・理事役員の皆様、会員の皆様と共に、もう

少し続くと思われるコロナ渦、委員会活動や親

睦活動・クラブ運営が少しずつ活発になり例年

以上の活動が出来ることを目標に活動致します。 

この一年、皆様のご指導ご鞭撻をよろしくお願

い致します。 

 

新年度第一例会 

乾杯のご発声は 

伊藤浩一パスト会長 

 

【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％ 

欠席者馬場君：廣瀬君・五十嵐君・木曽君 

村田君・佐藤君・吉原君・鈴木君 

高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】 なし 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

【私の一言】     多部田 恵子会員 

広報会報委員長を

仰せつかりました多

部田です。入会 1年半

の未熟者ですが伝統

と格式ある銚子ロー

タリークラブを広報

委員会でも楽しく学

ばせていただきたく

存じます。どうぞ宜し

くお願い申し上げます。本年度は表紙を『平地で

1番早く昇る銚子の初日の出』に致しました！ 

（85歳の洋裁の生徒さんが撮った物です） 

また、こちらの呟き欄では教室玄関脇に生い茂

る珍しいハワイの花『ティアレ』をご紹介します

！私のハワイのフラの師は『ティアレ・ノエラニ

』と言う名前ですが不思議と先生

が家に来る時にポンポンと咲き

出すミステリアスな木です！怖

くて切れません！皆さん良いア

ドバイスを～（笑） 

ニコニコ BOX ￥ 24,000 計 ￥ 24,000 

スモールコイン ￥  3,350 計 ￥  3,350 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥  ― 

希望の風 ￥ 20,000 計 ￥ 20,000 

次週（７月２１日）プログラム 

「ガバナー補佐就任挨拶・卓話」 

第 8グループガバナー補佐 神﨑 薫様 

例会終了後、クラブ協議会開催 

お弁当：茂利戸家（鰻重） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


