
例会場 銚子商工会館５階大会議室（銚子市三軒町 19-4） 

TEL0479-23-0750 FAX0479-25-8789   

Email  d2790@choshi-rotary.club  HP  https://www.choshi-rotary.club 

◇第 65 代会長 石毛 充 ◇副会長 髙瀬幸雄 ◇幹事 須永清彦 

 

      
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 

「入りて学び、出て奉仕せよ」 

地区奉仕プロジェクト統括委員長 

猫田 岳治様(柏南ＲＣ) 

前回例会報告（２月２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（米山奨学金交付） 

会長挨拶 

皆さんこんにちは。 

早いもので、この間新年を迎えたかと思うとも

う 2 月。明日は節分、明後日は立春、と日の経

つのが早く感じるのは私だけでしょうか。皆さ

んはどうですか。 

よく歳を重ねると、時間の経つのが早く感じる

といいますが、私も日々そう思います。子供の頃

も大人なった今も時間の進み方は同じなのです

が、つまりは時間の流れをどう感じ取るか、とい

うことですよね。 

ご存知の方もおいでかと思いますが「ジャネー

の法則」というのがあります。年をとるほど、時

間が経つのが早く感じられる現象を数式化した

ものです。同じ 1 年でも 10 歳を 10 分の 1 とし

ます。 

今、私の年齢の 60歳。60 分の 1、と人生の比率

は同じ時間でも、とても短く感じとれます。人

は、初めての事や経験した事がないことをして

いる時は、強く印象に残り時間が長く感じ、反対

に慣れてしまうと時間の長さが気にならなくな

り、あっという間に過ぎたように感じるように

思います。 

また、昔通っていた小学校に大人になって行っ

てみると、校庭がとても小さく感じることがあ

ると思います。広い場所にいる方が、狭い場所よ

り時間が長く感じられる、という実験結果があ

るそうです。 

同じ空間でも幼いころは時間の経過がゆっくり

に感じ放課後暗くなるまで校庭を走り回ったの

を思い出します。子供の頃は、毎日が新鮮で新し

い発見がたくさんあり、大人になると日々の生

活に新鮮味がなくなり、時間が早く過ぎてしま

うように感じてしまいます。 

私もそうですが、皆さんも改めて子供の頃に何

かを初めてやる時の様にドキドキ、ワクワク感

を思い出し、新しい刺激や変化を自身に取り入

れ、自分の時間の使い方を見直し毎日充実した

日々を送ってはいかがでしょうか。 

今週の活動報告を致します。 

先週の土曜日に、2022-23年度ロータリー財団補

助金管理セミナーに出席してまいりました。ま

ん延防止等重点措置が適用され、会場への出席

は少なくオンライン中心となり、約 200 名が参

加されました。 

改めてご説明しますと、補助金には地区補助金

とグローバル補助金があり、簡単には、地区補助

金は地域社会のニーズに対した比較的規模の小

さい 1 年間で完結する短期的な活動への補助金

で、グローバル補助金は 7 つの重点分野に該当

し、持続可能かつ測定可能な成果をもたらす大

規模な国際的活動への補助金とされます。 

ちなみに今年度のグローバル補助金の実例とし

てご紹介いたしますと、柏西 RCの「タイの病院

への大腸内視鏡検査機の提供」を行ったそうで

す。 

実際にロータリー財団の事を知っているようで

知らない、わかっているようで分からない、とい
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うのが正直のところなので、この機会に学んで

いきたいと思います。 

最後になりますが、急速に感染が拡大してい

る「オミクロン株」は、いつ感染してもおかしく

ない状況です。今できる感染予防は自己免疫力

を高める事だと思います。病も気から、と言いま

す。簡単な生活習慣として、小学校が提唱してい

る「早寝、早起き、朝ごはん」を見習いましょう。 

子供の頃の気持ちに戻り、朝の良いスタートで

心も体も免疫力をアップしていきましょう。 

第 8回定例理事会報告 
１）2月 3月 4月プログラムの件…承認 

２）クラブ協議会の件     …承認 

3／16クラブ協議会を開催する 

３）中間決算案の件      …承認 

４）2022年決議審議会決議案の件…承認 

５）米山奨学生受入とカウンセラーの件…承認 

幹事報告 
【週報拝受】 銚子東ＲＣ 

1. 国際ロータリー人頭分担金請求書 

…ＲI 

2. 22-23年度財団ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ冊子の送付について 

3. コーディネーターニュース 2022年 2月号 

4. 1月 29日補助金管理セミナー改訂１発行 

5. ＲＬＩパートⅠオンライン開催変更の御案内 

6. RLI 10周年を祝う会延期ご案内のお知らせ 

7. 君津ＲＣ創立50周年記念式典延期のお知らせ 

8. 2022年 1月クラブ請求書発行の遅延について 

9. RYLAセミナー延期のお知らせ 

10. トンガ噴火支援について 

11. 世話クラブ募集のご案内 

12. 財団室 NEWS 2022年 2月号 

13. 2月の友事務所運営に関して（お知らせ） 

14. 国際ロータリー日本事務局経理室より確定申

告用領収証についてお知らせ 

15. 第2790地区ガバナー月信２月号送付のご案内 

16. 2022年 2月ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ １ドル＝115円 

17. ポール・ハリス・ソサエティ認証式のご案内 

18. 2022-23年度クラブ情報内容確認のお願い 

…ガバナー事務所 

19. 確定申告用領収証送付 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

20. 抜萃のつづり その八十一 

21. …㈱熊平製作所様 

22. 2021COMCUPご報告動画の公開アドレスご案内 

…ＮＰＯ法人ＢｅＣＯＭ 

【例会変更】 

旭 RC 

2 月 4日(金)・11日(金)休会 

小見川RC 

2月9日(水)・23日(水)休会定款第７条第1節(ｄ)

により※上記予定が変更になる場合は再度ご案内

させていただきます。 

佐原 RC 

2月 3日(木)10日(木)17日(木)定款第 7条第 1節

(ｄ)により取り消し 

24日(木)定款第 10条第 5節により全会員の出

席を免除 

会員の記念日  

 

金島  弘会員(1月 26日)古稀祝 

阿天坊俊明会員(1月 27日) 

桜井 広和会員(1月 31日)米寿祝 

結婚記念日 上総 泰茂会員(1月 24日) 

金島  弘会員(1月 27日) 

島田洋二郎会員(1月 29日) 

泉  英伸会員(2月 2日) 

入会記念日 泉  英伸会員(1月 24日) 

創業記念日 宮内 龍雄会員(1月 20日) 

 島田洋二郎会員(2月 1日) 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧大ニコニコ 桜井 広和会員 

お祝い有難うございました。

米寿（88才）になりました。

クラブ最高年長者（ロータ

リー在籍 45年）自分でも信

じられない思いです。コロ

ナ禍が終束し、3 月暖かく

なったら例会出席したいと

思っています。 

 

✧大ニコニコ 金島  弘会員 

古希のお祝いありがとう

ございました。元気で後

10年、ロータリーと錦鯉

を楽しみたいと思います。

これからも宜しくお願い

致します。 
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2 月分米山奨学金交付 

 

 

 
 

 

 

 

近況報告 

委員会報告 

淵岡彰介社会奉仕委員長 
社会奉仕活動に関するア

ンケートを実施いたしま

す。会員各自が実践してい

る社会奉仕活動。或いは社

会奉仕活動に抱いている

具体的アイデア、関連情報

など、ご協力をお願い致し

ます。 

 

 

多部田恵子広報・会報委員長 
①昨年のクリスマス例会

で、ご視聴いただいた“銚

子ロータリークラブ 44名

のダンサー達”の完全版

を YouTube にて会員限定

でご視聴いただけます。

本日の会報に挟んである

QR コードより是非お楽しみください！また、こち

らの DVD を皆様にプレゼントさせて頂きたいと思

っておりますが、ご不要の方は、おっしゃってくだ

さい。 

②ホームページに載せる写真を募集しておりま

す！【各委員会活動】や、【銚子にまつわる旬な写

真】等ございましたら事務局までお寄せください。 

コロナ禍でも“活発な委員会活動”の様子や、“豊

かな銚子の季節”、銚子の“ホットな話題”など、

魅力的な写真をアップし、変化のあるＨＰ、彩のあ

るＨＰにして、“クラブ外”からも検索数が伸びる

事で、銚子クラブの活動を身近に感じていただき、

更には、会員数も増えるように・・・ 

広報会報委員会、力を合わせて発信させていただ

きます！皆さまご協力の程、どうぞ宜しくお願い

申し上げます！ 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーの友 1 月号のご紹介 

大里忠弘クラブ研修・情報委員長 

2 月は、平和構築と紛争月間 

RI 会長メッセージ  

2 月 23 日はロータリー創立記念日 

地域社会の課題に、ロータリー内外のボランテ

ィアが一緒の取り組むロータリー奉仕デーのイ

ベントを計画、開催して欲しい。 

ロータリー奉仕デーは、ロータリー、ローターア

クト、インターアクトクラブの意欲を引き出し、

行動人としての活動を通して、会員候補を引き

寄せる機会になる        

P7 青少年交換は未来平和へのギフト 

ロータリーにおいて青少年交換事業とは、それ

ぞれが未来平和へと繋がる 事業である。若い

世代にもっと日本での日常を経験してもらい、

日本を知ってもらいたいものです 

P16 2022 年規定審議会に向けて 

今回の規定審議会に、日本の地区、クラブからの

提出された制定案は、制定案 92 件中 2 件と最多

であった 

P29 ロータリアンの 4 つの活動により、ロータ

リアンはどのような利益を得るか？事業経営上

の利益では無く、人間性の向上である 

横 

P13 パワハラに注意 難しい時代です 

P16 同時多発テロ直後の NY で例会に出席して 

正に今月の月間テーマを想うものです 

【出席報告】  
会員総数 ３９名  出席計算 ３６名  

出  席 ２９名  欠  席  ７名  

出 席 率 ８０．５６％ 

欠席者：馬場君・木曽君・村田君 

大里君・吉原君・鈴木君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】なし 

【ニコニコ】 

  

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥30,000 計 ￥273,000 

スモールコイン ￥ 2,620 計 ￥ 23,670 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 20,435 

希望の風 ￥24,300 計 ￥131,450 

次週（２月１６日）プログラム 

「歩き続けるとき」信太 秀紀会員 

お弁当：山水（にぎり）  

                      

2 月は短縮例会・お弁当持ち帰りとなります。  

※お弁当の手配がございますので欠席される場

合は、火曜までに事務局 TEL23-0750 へご連絡

下さい。 

 

 

浄國寺の梅の開花 
 

平年より 6 日遅い開花ですが、関東では 

一番最初の開花となりました。（気象庁発表） 
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ロータリー学友の合同プロジェクト「コロナ感染予防のための手洗い動画」 

コロナ禍において、ロータリー学友の交流や奉仕活動に制限がある中でもできる奉仕活動として

企画してきました。沢山の方に観ていただき、コロナ感染予防として効果の大きい手洗いを楽しく

学んでいただければと思っております。           （地区青少年統括委員会より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジェニファー・ジョーンズ会長エレクトが 

ウィンザー・ローズランド・ロータリークラブ所属

（カナダ・オンタリオ州） 

2022-23年度の会長テーマ 

「イマジン ロータリー」 

 

 

 

 

 

 

7月1日に国際ロータリー初の女性会長に就任する

ジョーンズ氏は、世界にもたらせる変化を想像し

て大きな夢を描き、その実現のためにロータリー

の力とつながりを生かすよう呼びかけました。  

「想像してください、私たちがベストを尽くせる

世界を。私たちは毎朝目覚めるとき、その世界に

変化をもたらせると知っています」 

 

 

 

 

 

 

 

下記の URL からご視聴ください。 

https://fb.watch/amDS0V2qnA/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【私の一言】      櫻井 公恵会員 

傷病手当金の分割取得が始まります。 

１月から「支給の日から起算して最長で18カ月」

という期間の制限があった傷病手当金が、「通算

して、つまり分割して合計 18か月分」の取得が

できるようになりました。 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/s

b3160/sb3190/sbb3193/202201/ 

私の配偶者は38歳の時に希少がんに罹患しまし

たが「働きながら治療する」生き方に迷いはあり

ませんでした。がんに限らず、今は治療しながら

長く生きることのできる病気が多くなってきま

したが、支える社会の制度は追いついていませ

ん。 

生きること、働くことを支えるこうした制度を

みなさんの会社でもぜひ十分ご活用いただき、

やさしくたくましい会社づくりにお役立てくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


