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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 
「地域で支え育てていただく 

ＣＯＭ ＣＵＰと子どもたち」 

ＮＰＯ法人 ＢｅＣＯＭ 嶋田 由香里様 

前回例会報告（１１月１０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 

会長挨拶 

皆さんこんにちは。2週間ぶりの例会となりま

す。11月に入り昨日は冬の訪れを示す立冬で、

今年も残すところ 2ヶ月弱。時の経つのは早い

ものですね。コロナウイルス感染者も随分と少

なくなり、このまま終息に向かうことを願うば

かりです。 

さて先日 3 日は文化の日でした。今年は読売

巨人軍終身名誉監督長嶋茂雄氏が文化勲章を受

賞されました。野球界からの受賞は初めのこと

です。長嶋茂雄さんといえば皆さんもご存知の

とおり、天皇皇后両陛下が観戦された 1959年 6

月 25日の巨人対阪神戦 9回同点での打席での劇

的なサヨナラ本塁打。実は当時スランプのどん

底だったそうです。そこで長嶋さんはスポーツ

新聞を買ってきて「長嶋サヨナラ本塁打」と書き

込んで「予祝」をやって試合に臨んだのだそうで

す。ちなみに「予祝」とは思い描く未来の姿を先

に喜び祝ってしまうことで現実を引き寄せる、

願いを叶える最高の秘訣ですね。先に喜んでし

まうことで、思い込みの力、力のこもった言霊が

良い未来に導いてくれる、といわれます。 

例えば、有名な話。歌手の武田鉄矢さんが、歌

手を辞めようとした時、彼の母親は「大成功おめ

でとう！乾杯！」とお酒を飲んだそうです。 

また、フィギュアスケートの羽生結弦さんは、ソ

チオリンピックに向かう飛行機の中で、最高の

演技ができ金メダルを獲得したイメージに号泣

したそうです。心に描く願いや想いが、あたかも

本当に叶ったかのように祝う。これは言霊の原

理と同じです。言葉に宿る霊的な力を借り嫌な

ことをいえば嫌いなことが起きてしまい、楽し

いことを言えば、楽しいことが起きる。 

以前、私は「明日の例会無事に終わるだろうか」

と不安だったのですが、今は「必ず無事終わる」

と言い聞かせるよう心がけています。 

それでは、今日までの活動報告を致します。 

10月 31 日今年度の地区大会が幕張で開催され、

会長幹事で参加して参りました。当日の司会は、

今年 2月 10日に卓話にいらしていただいた千葉

クラブ会員、NTT 千葉支店長 境 麻千子さんです。

「副島さんに宜しく」とお伝えしましたら、昨日

副島さんから電話をいただきました。「コロナ禍

ですが例会は開催されていますか？」と心配く

ださり、「例会に出席するのがとても楽しみでし

たよ」と嬉しいお言葉をいただきました。彼の現

在は慣れない在宅勤務が続き、さらに太りぎみ

だそうです。 
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また先日 7 日に第 8 グループロータリー情報

研究会が開催されました。参加された皆さんお

疲れ様でした。詳しい内容はこの後須永幹事の

卓話で報告させて頂きます。 

最後になりますが、ロータリー情報研究会で講

演をされた鵜沢和広ガバナーノミニーが話して

おられた孫正義氏の名言の１つを。 

「髪の毛が後退しているのではない。私が前進

しているのである」私はこの言葉に、心から自信

と勇気を頂きました。 

第 5回定例理事会報告 

１）11月 12月 1月プログラムの件   …承認 

２）クリスマス家族親睦会の件    

…承認 中止とする 
３）工藤新入会員カウンセラー・所属委員会の件 

…承認 ｶｳﾝｾﾗｰ：松本会員 所属：親睦活動委員会 

４）月桂樹・サンディエゴ看板・桜看板の件 

…継続審議 

５）2022-23年度地区委員推薦の件   …承認 

６）日本のロータリー100 周年ビジョンレポート

2020（本編）の件         …継続審議 

７）宮内清次会員退会承認の件     …承認 

８）佐野新入候補者の件        …承認 

９）社会奉仕委員会活動の一環として計画してい

るアンケートの件           …承認 

10）危機管理規程集策定に伴う意見聴取の件 

…承認 

幹事報告 

【週報拝受】銚子東ＲＣ、八日市場ＲＣ 

1. 表彰状目録のあて名のお詫び 

2. 財団室 NEWS 2021年 11月号 

3. バギオだより第 87号 

4. ガバナー月信 11月号送付のご案内 

5. 2021年 11月ロータリーレート１ドル＝114円 

6. 日本事務局在宅勤務延長のお知らせ(2021 年

11月） 

7. 地区大会開催報告と御礼 

8. 世界ﾎﾟﾘｵﾃﾞｰﾄﾚｲﾝｼﾞｬｯｸﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ報告とお礼 

9. 2021年 11月ﾛｰﾀﾘｰ財団月間ﾘｿｰｽのご案内 

10. 地区大会 YouTube アーカイブ視聴のご案内 

11. RLI第 3回 DL ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ研修会開催のご案内 

12. 第50回ﾛｰﾀﾘｰ研究会記念講演会ｵﾝﾗｲﾝ視聴のご

案内 

13. 第 45回 RYLA ｾﾐﾅｰ開催案内とご参加のお願い 

…ガバナー事務所 

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 

【例会変更】 

旭 RC 

11 月 5日(金)振替休会   

→7 日(日)R情報研究会へ振替 

26日(金)夜間例会 点鐘 18時 30分 なみ川 

八日市場 RC 

11月 9日(火)振替休会  

→7日(日)R情報研究会へ振替 

16日(火)例会変更分として AM9：00～飯高寺 

移動例会（飯高寺清掃）のため例会場及び時間変更 

   23日(火)休会（祝日の為） 

成田空港南 RC 

11月 11日(木)休会 

佐原 RC 

11月18日(木) 

→16日(火)第7・第9ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同情報研究会に振替 

会場：国民宿舎サンライズ九十九里 点鐘 13：30 

会員の記念日  

 

 

 

結婚記念日 髙橋 宏明会員(10月 31 日) 

 寺内 忠正会員(11月 8日) 

入会記念日 猿田 正城会員(10月 30 日) 

      髙橋 宏明会員(11月 4日) 

創業記念日 髙瀬 幸雄会員(11月 1日) 

      常世田祐一会員(11月 2日) 

 

ニコニコＢＯＸ 
✧石毛 充会長 

工藤守利様ようこそ銚子ＲＣへ 

入会おめでとうございます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

松本恭一会員 上総泰茂会員 櫻井公恵会員 

(11月 9日)   (11月 3日)  (11月 9日) 
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卓  話  

「世界ポリオデー・祈願プロジェクト」 

「地区大会」「ロータリー情報研究会」参加報告 

 須永 清彦幹事 

3 週連続でロータリーイベントがありました。

コロナで参加制限があるイベントもありますの

で、参加報告させて頂きます。 

10 月 24日(日) 

「世界ポリオデー・祈願プロジェクト」 

国際ロータリーの主な活動の一つにポリオ撲滅

プロジェクト（エンドポリオ）があります。 

「世界ポリオデー」とは、毎年世界中のロータリ

アンが、ポリオ根絶の為のイベントや寄付の呼

びかけを行っております。今年度2790地区は「ポ

リオ根絶および新型コロナウイルス感染終息」

の祈願プロジェクトを実施しました。 

当日は 11:00 より、成田山新勝寺本堂において

護摩祈願法

要を行いま

した。その後

12:15 より、

総門前広場

付近でのエ

ンドポリオ

の広報活動

（ビラ配り）を行いました。 また、県内各地域

の神社仏閣においても同時並行で祈願を実施し

ました。 

ロータリアンの他にロータアクト、米山奨学生

も参加、千葉科学大学ロータアクトクラブの木

原会長、米山奨学生のショハーン君、ニルシカさ

ん（千葉科学大学在籍、大網 RC）も参加しまし

た。昨年高野山にて護摩祈願法要を行った関係

で2640地区(大阪府南部と和歌山県)パストガバ

ナーも参加されていました。全体で 100 人程度

の参加でした。 

このイベントに参加するまでロータリーのポリ

オ撲滅プロジェクトに対して、おぼろげなイメ

ージしか無かったのですが、非常に興味がわい

てきました。 

そもそもポリオって何？から始まります。ビラ

配りを行っている際も「ポリオ撲滅のチラシで

す」といっても受け取ってもらえません。「小児

まひ撲滅のチラシです」と声替えをすると受け

取ってくれました。ポリオ=小児まひ この認識

からのスタートでした。 

さて、ここで皆様に質問です。今年 2021年か

ら 11月 3日まで、野生株のポリオ感染者は何人

でしょうか。答えは 2か国 2人です。（パキスタ

ン・アフガニスタン）その他の国や地域ではポリ

オ撲滅宣言が出ています。ロータリー関連のイ

ベント等で「ポリオ撲滅まであと少し」とアナウ

スがあるのはこのためです。2 国とも 3 年間自

然株のポリオ患者が発生しなければ、撲滅宣言

が出るそうです。 

1979 年から続くロータリーのポリオ撲滅運動が

諸先輩方の活動のおかげでもう少しで終息する

ところまで来ています。今回は LINE・インスタ

等広報に力を入れていたと思います 

2021 年 10 月 31日（日）地区大会 

次に地区大会の報告をさせて頂きます。例年

二日間にわたって行う地区大会を今回は半日に

短縮して行いました。また会場参加は会長・幹事

のみとし、その他のロータリアンは ZOOMでのリ

モート参加となりました。会場座席は全て指定

されており、私と石毛会長は、最前列の席でし

た。皆さんのお手元にあるピンバッチは地区大

会の記念品です。今年は会員分配布頂きました。 

会場には熊谷俊人千葉県知事、神谷俊一千葉市

長が来賓として招かれ祝辞を頂きました。 

また、建築家の安藤忠雄氏による「街は人がつく

る－コロナを越えて」とのテーマで記念講演を

頂きました。ここで地区大会での動画をご覧頂

きたいと思います。世界ポリオデーとシェカエ

ルメータ会長のメッセージです。 

2021 年 11月 7 日（日）ロータリー情報研究会 

最後にこの前に日曜日に行われた R 情報研究

会です。銚子ＲＣからは 10 名参加致しました。

（私は 30分ほど遅れての参加となりました） 
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ガバナーノミニーの鵜沢和広（千葉若潮 RC）様

に基調講演を頂き、その際の資料が非常に分か

りやすかったので、無理を言って資料を頂きま

した。この資料を使用して説明させて頂きます。 

また、鵜沢ガバナーノミニーは八日市場ＲＣの

鵜沢幹事の実のお兄さんとの事です。ガバナー

ノミニーが長男、鵜沢幹事が三男との事でした。 

大変分かりやすい資料です。私か事務局に連絡

頂ければメールで送信可能です。 

是非一読下さい。 

11 月分米山奨学金交付 

 

 

 

 

 

入会式 

工藤 守利会員 

スタジオ経営 
(クラシックバレエ) 

所属：親睦活動委員会 

ｶｳﾝｾﾗ ：ー松本恭一会員 

 

 

地区大会表彰 

2020-21 年度 100％財団寄付クラブ認証バナー 

 

 

 

 

第 23 回米山功労クラブ  

※後日、感謝状が届きます。 

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１１月号の

読みどころ 

紹介 
 

 

【出席報告】  

会員総数 ４０名  出席計算 ３７名  

出  席 ２７名  欠  席 １０名  

出 席 率  ７２．９７％ 

欠席者：馬場君・五十嵐君・木曽君・熊澤君 

村田君・佐藤君・寺内君・鈴木君 

吉原君・高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】 なし 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

【私の一言】     熊澤 直紀会員 

４月に銚子に着任後さっそく、屏風ヶ浦のジ

オパークと犬吠埼に行きました。緊急事態宣言

が解除となり、犬吠埼灯台やポートタワー、地

球の丸く見える展望台にもやっと登ることがで

きました。銚子電鉄もレトロ感満載で、電車か

ら眺める景色も風情があり魅力的です。最近は

犬吠埼温泉郷の日帰り温泉にはまっています。

機会はまだ少ないですが、銚子の海の幸も少し

ずつ味わっています。銚子 RC の皆様のお人柄

で温かく迎え入れて頂き、本当に感謝しており

ます。お勧めスポットや美味しいグルメがあれ

ば、また是非とも教えて下さい。 

【家族 4 人、犬吠埼灯台にて】 

ニコニコ BOX ￥ 9,000 計 ￥164,000 

スモールコイン ￥ 2,600 計 ￥ 14,200 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 10,200 

希望の風 ￥24,000 計 ￥ 68,050 

次週（１１月２４日）プログラム 

仮題「消防署の仕事」 

銚子市消防本部 消防指令長 土屋 心一様 

お弁当：入船(幕の内) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


