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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 

「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 

前回例会報告（７月１４日） 

点 鐘：石毛 充会長 

ロータリーソング：我等の生業 

四つのテスト唱和 ビジターなし 

会長挨拶 
皆さんこんにちは。先日の日曜日のゲリラ雷

雨びっくりされた方も多いと思います。私も運

転中でワイパーを最大速度でも前方が見えづら

く道路は冠水し少し不安を感じ、やっと自宅に

帰ったら落雷の影響で午後 9 時過ぎまで停電で

した。改めて電気がある生活を考えされました。

普段当たり前にスイッチを入れたら TV、エアコ

ン等電化製品が動きますが動きません。「蚊がい

る、蚊取り線香つけて」と言われたけど電気式の

蚊取り線香です。電気の大切さと渦巻き蚊取り

線香の重要性を改めて再確認を考えさせられま

した。 

さて皆様「ロータリークラブというのはなん

ですか？」と尋ねられたら、どう答えますか？

色々な考えと捉え方があるかと思います。この

ようにおっしゃってる方がいらっしゃいます。

「ロータリーは人道的な奉仕を行い、あらゆる

職業において高度の道徳的水準を守ることを奨

励し、かつ世界における親善と平和の確立に寄

与することを目指した事業及び専門職務に携わ

る指導者が世界的に結び合った団体である。」ま

た、ロータリー運動の実体を表す言葉で「入りて

学び、出でて奉仕せよ」と言う言葉があります。

世の中のあらゆる有用な職業から選ばれた裁量

権を持った職業人が、一週一回の例会に集い、例

会の場で、職業上の発想の交換を通じて、分かち

合いの精神による事業の永続性を学び、友情を

深め、自己改善を図り、その結果として奉仕の心

が育まれてきます。この例会で高められた奉仕

の心を持って、それぞれの家庭、職場、地域社会

に帰り、奉仕活動を実践します。これが理想とさ

れています。職業上の悩み事の相談をクラブ内

の友人に相談できる、真の友情即ち親睦を更に

高めければと延べていらっしゃいます。 

12日より東京都では 4回目となる緊急事態宣言

が発表されました。千葉県内も蔓延防止等重点

措置が延長されました。クラブでの懇親会を開

催できるのはまだまだ先になりそうです。今親

睦を深め合えるの場は毎週の例会だと思います。

少し早めに出席し点鐘までの時間、ロータリー

談議に花を咲かせてはいかがでしょうか 

臨時理事会報告 
１）例会運営の件          …承認 

幹事報告 
【週報・活動計画書拝受】 館山ＲＣ 

1. 第 2790地区版 100周年記念誌販売のお知らせ 

2. 奉仕プロジェクト推進セミナーご案内 

3. R財団奨学生学友委員会茶話会のご案内 

4. スリランカクラブご案内 

5. フェローシップ委員会より情報提供のお願い 

6. コーディネーターニュース 2021年 8月号 

…ガバナー事務所 
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7. 2021-2022年度 上期普通寄付金のお願い 

8. ハイライトよねやま２５６ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

9. 2021年定期総会資料及び会費入のお願い 

…銚子市国際交流協会 

会員の記念日   

泉  英伸会員(7月 12日) 

 

 

 

 

 

 

 

大里 忠弘会員(7月 13日) 

何とか四捨五入すれば、還暦

という歳なりました。先日、腕

が痛いので病院で診てもらっ

たら、五十肩との診断、嬉しい

やら悲しいやら。また、一年間

よろしくお願い致します。 

 

創業記念日 馬場 千誉会員(7月 9日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧五大奉仕委員長 

1年間よろしくお願いします。 

本年度、職業奉仕委員長を拝命致しました。昨年

は不良会員で、皆様から忘れかけられましたが、

今年度は優良会員になれるよう頑張ります。 

（佐藤会員） 

委員会報告 

多部田恵子広報・会報委員長 
今年度、会員の皆様から会報へ

【私の一言】の呟きコラムを募

集いたします。 

２００文字前後・写真 1〜２枚を添えて、 

事務局へメール d2790@choshi-rotary.club 又

は例会時にご提出下さい。 

よろしくお願いいたします。 

 
金島 弘 RAC委員長 

千葉科学大学ＲＡＣ例会のお知らせ  

7月 16日(金)点鐘 16：40  

2206教室 是非、出席下さい。 

よろしくお願い致します。 

 

卓  話  ＝五大奉仕委員長就任挨拶＝ 

クラブ奉仕委員会  髙瀬幸雄委員長 
石毛会長の下、今

年度クラブ奉仕委

員長を拝命いたし

ました高瀬でござ

います。この一年間

宜しくお願い申し

上げます。クラブを

大切に、会員を大切

にする言葉があり

ます。クラブ奉仕の

役目は、今申し上げた言葉「クラブも会員も大切

に」を実行することだと思います。 

ロータリーの目的の冒頭に、「ロータリーの目的

は意義ある事業の基礎として、奉仕の理念を奨

励し、これを育むことにある」とあります。これ

をクラブ奉仕に置き換えると、クラブ奉仕の目

的は、意義ある銚子ロータリークラブ活動の基

礎として、奉仕の理念を奨励し、銚子ロータリー

クラブの活動を育むことにあると言えます。今

年度シュカール・メータＲＩ会長は「奉仕をしよ

うみんなの人生を豊かにするために」をテーマ

にしております。そして、人のために世話をし奉

仕することが最良の生き方とも述べています。

これを、当クラブ奉仕が目指す言葉にすると、奉

仕しよう銚子ロータリークラブ会員の人生を豊

かにするためにとも言えます。そして銚子ロー

タリークラブの会員のために世話をし、奉仕す

ることがクラブ奉仕の最良の務めと考えられま

す。クラブを大切に、会員を大切にする精神で、

各小委員会(例会運営、親睦活動、会員増強、広

報・会報)と力を合わせ活動を行っていきたいと

思います。2021-22年度、銚子ロータリークラブ

石毛会長のテーマ「クラブの未来と活性化に向

けて」が示され、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がある楽しいクラ

ブに向けて活動していくと石毛会長が表明され

ました。クラブ奉仕も各小委員会の方々と力を

合わせ石毛会長が目指す方向へ力を合わせ進ん

でいきたいと思います。又、昨年 5 年後のクラ

ブの在り方をまとめとして次の内容が示されま

した。 

①ロータリーの基本である（個）を大事に出

来るクラブ 

②銚子ロータリークラブの伝統と格式を守っ

ていく 

③入会したくなる魅力あるクラブ作りをして

いく 

の 3点でした。これらを目指し小委員会が活動
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を進めて行くことにより銚子ロータリークラブ

がより良い方向に進化していくと思います。コ

ロナ禍でのクラブ奉仕部門の活動も制限が多く

発生すると思いますが出来ることから一つずつ

進めて行きたいと思います。何をするにしても

全ては会員皆様のご協力が無いとできません。 

ご協力の程宜しくお願い申し上げます。 

職業奉仕委員会  佐藤 直子委員長 
本年度、二度目の職業

奉仕委員長を拝命致し

ましたが、以前とは違う

ことは、未だ終息の気配

の見えない、この 100 年

に一度のパンデミック

という世界的な感染症

拡大の中で、また、人口

減少という課題を抱えた地域社会の中で、私た

ちはどう生き残っていくのかを深く考えていく

必要を感じています。数年単位で変化していく

世の中の変遷を踏まえて、私たちはどうしたら

長く事業の継続をしていくことができるのか、

更には事業承継をしていくタイミングやその可

能性を真剣に考えていく必要があるのではない

でしょうか。石毛充会長は、今年度の当クラブの

スローガンを『クラブの未来と活性化に向けて』

と掲げました。クラブの未来とは単にクラブ運

営のことだけではなく、構成メンバーであるロ

ータリアンの存在そのものの未来、つまり職業

を通して、今後も「奉仕の理念」を実践していく

ことが可能かどうかということも現況を踏まえ

ながら検証いくことも大事なことであると考え

ます。そこで、特に事業計画書に掲げた１．会員

による「自分の職業について」の卓話 ２．前年

度職業奉仕委員長の掲げたビジョンの検証と推

進に、特に力を入れていきたいと思います。 

会員の皆様には其々の職業観と現状をお聞き

し、お一人お一人がご自分の仕事を通して地域

社会に貢献できることは何かということや現在

抱えている課題等、忌憚のないお話をお聞かせ

願えればと思います。どうぞ、ご協力の程、宜し

くお願い致します。 

社会奉仕委員会  淵岡 彰介委員長 
今年度社会奉仕委員

長を拝命しました淵岡

です。よろしくお願いい

たします。 

社会奉仕委員会として

は「活動計画書」にも記

載しましたが、“個とし

てのロータリアン活動”に関して謳っている RI

決議２３－３４に着目し、クラブ単位で従来か

ら継続している事業に加えまして、新たな切り

口で奉仕の場を拡げる活動にチャレンジしてみ

ようと考えております。 

“ロータリーの目的”の具体的項目第３に「ロー

タリアン一人一人が、個人として、また事業およ

び社会生活において、日々、奉仕の理念を実践す

ること」とあります。これを社会奉仕という観点

から私なりに解釈すると、奉仕というものは、そ

の事由はどうあれ奉仕が実行されているという

ことが勿論重要ではありますが、“ロータリアン

としての奉仕活動”はそれだけでは十分ではな

いのではないか、即ち取るに足らないと思われ

るような小さなことであっても、自らの気づき

や発意により途切れることなくそれを奉仕活動

に結び付けていけるならば、正に奉仕の精神が

身に付いているロータリアンとして自他ともに

認められるのではないかということになります。 

このような観点から僭越とは存じますが、社会

奉仕活動に対する会員の皆さんの意識の確認、

及び自発的な気づきや発意を促す場の提供、加

えてクラブ単位での新たな社会奉仕の場の創出

を目指す活動に取り組んで参ります。会員の皆

さんのご協力なしにはなしえない活動内容と考

えておりますので、是非ともご協力を頂けます

ようにお願い申し上げまして、社会奉仕委員長

就任の挨拶と致します。 

国際奉仕委員会  寺内 忠正委員長 
皆さんこんにちは。本

年度、国際奉仕委員会委

員長を仰せつかりました、

寺内です。宜しくお願い

いたします。 

RI 会長シェカールメー

タ 氏 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“  

地区梶原ガバナーは“LOVE Other Spirit つな

ごう世界へ 夢のある未来に向いて”とスロー

ガンを掲げました。 

国際奉仕の計画としては、毎年計画しておりま

す、サウスダバオ友好クラブとの交流、銚子国際

交流会・千葉科学大学留学生への協力としまし

た。が、皆様もう聞き飽きたとお思いでしょう

が、現状の情勢下では、国際交流もままならない

状況ではあります。その中でも何か出来る事は

ないか、情報の取得、検討、実行をしていきたい

と思います。そして引き続き、R 財団、米山記念

奨学会のご寄付も宜しくお願いいたします。活
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動を通じて石毛会長のスローガン“クラブの未

来と活性化に向けて”の一助になれればと思い

ますので、皆様のご協力宜しくお願いいたしま

す。 

青少年奉仕委員会  櫻井 公恵委員長 
本年度の青少年奉仕委

員会は私櫻井と、副委員

長には小委員会のロータ

ーアクト委員長の金島会

員、そしてローターアク

ト委員会副委員長に島田

会員、加えて吉原会員と

いう 4 名のメンバー構成

になっております。 

本年度活動計画には６の計画を記載しました。 

１．関東近県中学生野球大会支援（中止となりま

した） 

２．小中学校科学作品展後援 

３．各青少年団体への協力・支援 

４．千葉科学大学 RACの活性化（小委員会中心） 

５．青少年奉仕月間での卓話 

６．ＲＹＬＡへの参加 

未だ感染拡大防止のための行動規制は大きく、

思うように活動できない日々が続いており、例

年のようにはいかない年となることは容易に予

想されます。ただ、1年経って感染防止対策も上

手く取れるようにもなってきました。感染対策

を立てる、あるいは開催形式を変えて実施され

る活動も増えるはずです。 

上記活動以外にもスポットでのご案内がきてお

ります。ひとつには RIより、来年 1年後の 2022

年 7 月にはロータリー青少年交換を再開すると

の通知があり、2790地区でも募集を始めるお知

らせがありました。本プログラムは会員のお子

様・お孫様も参加できるプログラムですので、会

員のみなさまにおかれましてはぜひご検討いた

だきたくご案内申し上げます。また、9/12 に地

区ロータリー奉仕デーとして千葉県内の海岸掃

除を行うという呼びかけがありました。できれ

ばＲＡＣや銚子東ＲＣ、あるいは他の団体と日

程を調整し、参加の方向で検討したいと考えて

います。 

青少年奉仕委員会の仕事は初めてになりますが、

例年のようにたくましく成長していく地域の子

供たちを応援する委員会活動を実施して参りた

く思います。オール銚子ロータリーのみなさま

のご協力を心よりお願い申し上げまして就任の

挨拶とさせていただきます。1年間どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

【出席報告】  

会員総数 ３７名  出席計算 ３４名  

出  席 ２５名  欠  席  ９名  

出 席 率  ７３．５３％ 

欠席者：馬場君・五十嵐君・泉君・木曽君 

村田君・大里君・吉原君・鈴木君 

高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】  

7/13銚子東 RC 石毛君・須永君 

7/16 RAC例会  

金島君・櫻井(公)君・島田君・須永君 

【ニコニコ】 

 

 

 

【私の一言】     宮内 秀章会員 

皆さん、こんにちは。 今回は、私の趣味の一

つ、キャンプについてお話をいたします。一般的

にキャンプといえば道具を揃えるのが面倒、後

片付けも大変、そして虫が沢山いそうで苦手な

どの理由から敬遠される方も少なくありません。

しかし現在はコロナ禍ということもあり、3密に

ならないアウトドアで楽しめるレジャーとして

大変人気を集めております。 

キャンプの醍醐味はなんといっても焚火だと私

個人的には思っています。焚火を囲み、友人や仲

間と他愛もない話から日頃聞けなかった話まで

会話が弾みついつい時間を

忘れてしまいますが、大変

有意義なひと時を過ごせま

す。是非、機会がありました

ら皆さんと焚火を囲んでロ

ータリー談議をしてみたい

と願っております。 
写真は、大里会員、馬場会員夫妻と 

銚子スポーツタウンキャンプサイト

於 

ニコニコ BOX ￥ 20,000 計 ￥ 44,000 

スモールコイン ￥  ― 計 ￥  3,350 

米山 BOX ￥  2,200 計 ￥  2,200 

希望の風 ￥ 20,000 計 ￥ 20,000 

次週（７月２８日）プログラム 

「グローバル補助金奨学生 卓話」 

グローバル補助金奨学生 工藤 幸介様 

お弁当：犬吠埼ホテル（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


