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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 

「ガバナー公式訪問」 

ハイブリッド形式 

例  会 

開会点鐘(16:00） 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   島田洋二郎ＳＡＡ 

会長挨拶     石毛 充会長 

ガバナー紹介     神﨑 薫ガバナー補佐 

卓  話  

国際ロータリー第 2790地区 

2021-22年度ガバナー 梶原 等様(千葉 RC） 

謝  辞     石毛 充会長 

出席報告     宮内龍雄例会運営委員長 

閉会点鐘(16：30)  石毛 充会長 

クラブ協議会（17：00迄） 

前回例会報告（７月２８日） 

点 鐘：石毛 充会長 

ロータリーソング：四つのテスト 

ビジター紹介： 

グローバル補助金奨学生 工藤 幸介様（卓話） 

会長挨拶 

皆さんこんにちは。まずは「工藤幸介さん、お

かえりなさい」。２年前、銚子クラブでロータリ

ーグローバル補助金奨学生とし壮行会を開催し、

会員一同工藤幸介さんの活躍にエールを送りま

した。銚子クラブで一番喜んでいるのは、カウン

セラーの高瀬さんではないでしょうか？事前審

査の申請書類提出では大変ご苦労があったと聞

いてます。この後工藤幸介さんには 2 年間の留

学での学びや貴重な体験などお話しして頂きた

いと思います。 

初めに先日の日曜日に第2790地区ローターア

クト第1回会長幹事会が商工会議所で開催され、

地区から嘉規青少年奉仕統括委員長初め 3 名が

出席され、銚子クラブからローターアクト金島

委員長、島田副委員長、須永幹事が出席されまし

た。休日の所お疲れ様でした。各クラブの現状報

告ではオンラインでの活動が中心となってるよ

うです。 

さて、連日オリンピック競技が行われ日本勢

もメダル獲得の発表が続いてます。ちなみに今

回東京オリンピックでは 33 競技が実施され陸

上、体操、水泳と皆さんが良く知ってる競技だと

思いますが、余り聞き慣れない競技で「水中ホッ

ケー」をご存じですか？世界水中連盟の世界選

手権を始めにしアイスホッケー日本選手権も行

われる競技です。少し調べましたので、皆さんち

ょっと想像して下さい。プールに 1 チーム 6 人

ずつ、1試合ハーフ 15 分ずつの 30分、足にフィ

ンを付け水中メガネとシュノーケル、手には 30

センチ位のスティックでアイスホッケーと同じ

様なパックがプールの底に沈んでいるのを相手

ゴールまで運びます。地味な競技だと思います

が、大会での応援はどうしているのかと考えま

す？選手は全員水の中、試合ですので激しい戦

いが繰り広げられていると思いますが、プール

サイトの観客は水中が見えなく、ただ水面か泡

立ち、難しい応援じゃないかと思います。国内に

は競技人口が男女合わせて 200 人程度のマイナ

ースポーツですが今からこの競技を始めれば日

本のトップ選手になれる可能性もありと思いま

す。将来水中スポーツがオリンピックに採用さ

れれば、オリンピック代表を狙えるかも知れま

せん。私自身銚子クラブではまだマイナーです

が常にチャレンジ精神で失敗を恐れず毎週ここ

に立たせて頂いている事に感謝し、メジャーに

mailto:d2790@choshi-rotary.club
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慣れる様頑張ります。最後に女子ソフトボール

が 13 年ぶりの金メダルを獲得しました。39 歳

上野由岐子投手が力強い一球投げるたび、勇気

と感動を頂いたのは私だけではないかと思いま

す。 

幹事報告 
1. 国際ロータリー人頭分担金請求書 

…ＲＩ財務部 

2. 2021年 7 月クラブ請求書の遅延及び人頭分担

金支払時の適用レートについて 

3. RI日本事務局在宅勤務延長のお知らせ(8月) 

…ガバナー事務所 

【例会変更】 

佐原ＲＣ 

8⽉12日(木)休会 定款第７条第１節（d）により 

19日(木）例会 ガバナー公式訪問 

点鐘１６時・クラブ協議会 

＊尚、新型コロナウイルス感染防⽌の為、⾷事の

時間を取らず、弁当の持ち帰り 

会員の記念日  なし 

ニコニコＢＯＸ  

✧ 大ニコニコ 伊藤 浩一会員 

・一昨年 7月ロータリー財団奨学生として「国

際開発高等研究所」の修士、博士課程に留学し

た工藤幸介君が無事卒業予定として帰国されま

した。コロナ下の大変勉学の難しい時期に良く

頑張りました。 

・久し振りで（10数年振り）銚子信用金庫から

会員を迎え入れる事が出来ました。銚子信用金

庫が 110周年のテーマで提げる SDGｓはロータ

リーの掲げるテーマと全く同一です。 

✧ 石毛 充会長 

工藤幸介さん 2年間の留学お疲れ様でした。 

✧髙瀬 幸雄会員 

工藤幸介さん 2年間のスイス留学お疲れ様でし

た。今後益々のご活躍をお祈り致します。本日

の卓話宜しく申し上げます。 

✧島田 洋二郎会員 

工藤幸介さんお帰りなさい。今後のご活躍、祈

念申し上げます。 

✧寺内 忠正会員 

工藤幸介さんお帰りなさい。ひさびさにお会い

出来てうれしいです。 

 

 

卓  話 「帰国報告」 

グローバル補助金奨学生 工藤 幸介様 

銚子ロータリークラブの皆さま、お世話にな

っております。2019-2021 年度ロータリー・グロ

ーバル補助金奨学生として、スイスのジュネー

ブ 国 際 開 発 高 等 研 究 所 (The Graduate 

Institute/IHEID) に留学させて頂いておりま

した、工藤幸介でございます。スイスでの約 2年

間の大学院留学生活を終えるにあたり、6月末に

無事帰国いたしましたこと、この場をお借り致

しまして、ご挨拶申し上げます。 

当初の予定では、2019年 9月より 2021年 9月

までの 2 年間は当地ジュネーブに滞在する予定

でしたが、修士論文の執筆・提出を終えて卒業の

目処が立ったこと、並びに、この 8 月から日本

での就職も決まったことから、当初の予定より

も数ヶ月予定を早めて帰国する運びとなりまし

た。現在、大学院の方は提出した修士論文の審査

中で、順調に行けば今年の 9 月末には正式に卒

業できる見込みとなっております。 

先日は銚子ロータリークラブの例会にもお招

き頂き、卓話の時間をお借りして 2 年間の留学

報告をさせて頂きました。卓話では、主に留学先

のジュネーブや大学院の様子、留学中の新型コ

ロナウイルスの影響、修士論文のテーマ、今後の

進路、現地ロータリークラブの活動の様子など

についてお話いたしました。実に留学期間の約

2/3 の期間において新型コロナウイルスの影響

を受け、学校では授業のオンラオインへの移行、

イベントの中止など、また日常生活では、不要不

急の外出を控えるよう推奨されるなど行動の制

限が多い中での留学生活となり、当初イメージ

していた留学生活とは多少異なるものとなりま

した。しかしながら、コロナの影響のなかった 1

学期目に学校や国連で開催される様々なイベン

トに参加できたこと、また、当時の対面授業で仲

良くなった友人たちとコロナ禍を通しても連絡

を取り合いながら人間関係を構築できたこと、

規制が緩和された期間に現地のシンクタンクに
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てインターンができたことなど、限られた時間、

行動範囲の中でも国際都市ジュネーブを体験す

ることができ、この経験は何よりの財産となり

ました。 

また、卒業の最終条件でもある修士論文の執

筆では、主なテーマとして、政府・企業・市民団

体や学者など、複数の利害関係者が関わる民間

のセキュリティー・サービス業界におけるガバ

ナンス組織（民間セキュリティー・サービス提供

者に向けた国際行動規範協会/ International 

Code of Conduct Association/ICoCA）において、

各々の関係者がどのような意図、思惑で参加し

ているかを研究いたしました。結論といたしま

しては、同協会に参加している政府と企業は、協

会への参加を通して民間セキュリティー・サー

ビスの利用を促進していきたいという意向が強

い反面、市民団体や学者たちは民間セキュリテ

ィー・サービスにおける責任の所在の明確化や、

人権擁護の強化に重きをおいているという傾向

があり、同じ協会に参加していてもその立場に

よって、参加する意図や思惑が異なっていると

いうことがわかりました。この研究は、経済活動

のグローバル化に伴う人権や環境問題など、従

来の国や官・民といった枠組みを越えて取り組

まなくては解決できない社会課題が山積してい

る現在の世界において、各利害関係者が協業す

るためには各々の意図や思惑を理解することが

大切であるということを示唆しています。 

さて、上記のような経験や知識をふまえ、こ

の 8 月より都内の監査法人に就職することが決

まりました。監査法人では、サステナビリティ・

アドバイザリー業務という、企業が持続可能な

社会を実現するためにどのような取り組みを実

施しているかという情報を企業の関係者や投資

家の方々にどのようにして開示していくかとい

うことを、企業の方々と共に考え、実行していく

という仕事をします。この仕事は、まさに官民の

間で働き社会課題の解決に取り組んでいきたい

と考える私の希望に適した仕事であり、この度

の大学院での知識や経験をさらに発展させるこ

とのできる仕事であると考えております。この

ように将来に繋がる貴重な機会を得ることがで

きましたのも、ひとえに銚子ロータリークラブ

の皆さまのお力添えのもと、この度の大学院留

学を実現させることができたからであります。

改めまして御礼申し上げます。ありがとうござ

いました。今後とも引き続き、ご指導ご鞭撻のほ

ど何卒よろしくお願い申し上げます。 

2021年 7月 29日 

 工藤幸介 
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髙瀬カウンセラーと 

 

 

入会式 
山本 肇会員 

事業所： 

東日本電信電話㈱ 

千葉支店銚子営業支店長 

所 属：親睦活動委員会 

ｶｳﾝｾﾗｰ：信太 秀紀会員 

 

 

 

 

 

飯島 良春会員 

事業所： 

銚子信用金庫 常務理事 

所 属：親睦活動委員会 

ｶｳﾝｾﾗｰ：伊藤 浩一会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出席報告】  

会員総数 ３９名  出席計算 ３５名  

出  席 ２６名  欠  席  ９名  

出 席 率  ７４．２９％ 

欠席者：馬場君・淵岡君・木曽君・村田君 

佐藤君・信太君・吉原君・鈴木君 

高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】  

7/29第 8グループ会長幹事会 石毛君・須永君 

【ニコニコ】 

臨時理事会報告 7/30 
１）ガバナー公式訪問例会・クラブ協議会ハイブ

リッド開催の件          …承認 

２）クラブ協議会時間短縮の件     …承認 
 

３）出席率１００％の件        …承認 

 

8 月分米山奨学金交付 

2 日(月)13 時半〜 奨学金交付(事務局にて) 

 

 

 

 

 

 

 

大里カウンセラーに近況報告をする 

ショハーン君 

 

ニコニコ BOX ￥ 23,000 計 ￥ 85,000 

スモールコイン ￥  ― 計 ￥  5,300 

米山 BOX ￥  2,800 計 ￥  5,000 

希望の風 ￥  ― 計 ￥ 20,000 

次週８月１１日は休会です。 

１８日・２５日例会開催方法については、

改めてご連絡致します。 

幹事 須永 清彦 

次回（８月１８日）プログラム 

「新入会員卓話」五十嵐 亘会員 

 

 

 

 

 


