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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 

「社会奉仕委員会アンケート結果について」 

社会奉仕委員会 淵岡 彰介委員長  

 
前回例会報告（５月１１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 

NPO 法人 BeCOM 西田 美樹様 

千葉科学大学 

危機管理学部 4年木村ゼミ 

/銚子円卓会議インターン 千葉 拓也様 

危機管理学部 3年木村ゼミ 張  澤琳様 

             張  宇ト様 

王 ブン秋様 

会長挨拶 
皆さんこんにちは。まず初めに活動報告としま

して、先日8日(日)三井ガーデンホテル千葉にて、

第 2790地区 RLI「ロータリー・リーダーシップ研

究会 10周年の集い」の記念式典に出席してまいり

ました。感染対策がしっかりとされている中、約

100 名近いロータリアンの皆さんが一堂に会しま

した。 

さて、皆さんもご存じかと思いますが、民法の改

正により 4 月から成人年齢が 20 歳から 18 歳に引

き下げられました。今までは、未成年が親などの同

意を得ずに結んだ契約は原則として後から取り消

すことができましたが、これまでと違って年齢を

理由に契約を取り消すことができなくなりました。 

ちなみに 2020年度までの 5年間に、消費者被害や

トラブルの相談が20万件余りも報告されたのだそ

うです。原因として、若い人は売買契約等の経験が

少ないため、騙す側の話を素直に受け入れてしま

うから、ということが挙げられます。 

若者は冒険心や好奇心が強く、特に今の 10 代は

SNS を小さな頃から身近な情報ツールとして育っ

てきています。まず SNS で情報を入手して世の中

を知り、後から現実社会を知るということなので

す。 

また人間の思考には、直感的に判断するモードと、

良く考えて判断する熟考モードの2つがあります。

「今だけ」とか、「30分以内に」等と、時間を限る

ことで考える時間を与えずに直感的に判断させ、

騙そうとするそうです。トラブルにならないよう

契約を迫られた時、自分を過信することなく客観

的に状況を分析し、周りの人に相談することが肝

要です。私たちもよく怪しげなメールなどをよく

目にしますので、気を付けたいですね。 

最後になりますが、３年ぶりに行動制限のない

ゴールデンウィーク。仕事で湾岸線から圏央道を

走る中、下り車線は連日渋滞が発生し、また首都圏

以外の他県ナンバーの車が目立ちました。 

世の中の動きが以前のようになってきたように思

えました。このままコロナウイルスが息絶えるこ

とを心から願っております。 

第 11 回定例理事会報告 
１）5月６月 7月プログラムの件  …承認 

２）親睦旅行の件     …承認 中止とする 

３）次年度クラブ協議会の件 

…承認 18日例会終了後開催 
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４）夜間移動例会・新旧クラブ協議会の件 

…承認 6/15夜間移動例会は中止。 

お昼の例会とする。クラブ協議会は開催 

５）23-24年度ガバナー補佐候補者推薦の件 

…承認 

６）佐倉中央 RC創立 25周年の件  …承認 

７）多部田恵子会員退会承認の件  …承認 

幹事報告【週報拝受】銚子東ＲＣ 
1. ローターアクト人頭分担金について  

2. 5月友事務所の運営について 

3. 財団室 NEWS 2022年 5月号 

4. 2022年 5月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ １ドル＝130円 

5. バギオだより第 90号の送付 

6. トンガ・ウクライナ支援お御礼とご報告 

7. ＲＬＩＤＬ養成コース開催のご案内 

…ガバナー事務所 

8. 4/29地区協議会管理部会資料訂正 

9. ４月２９日開催地区協米山部会資料ダウンロ

ードについて 

…ガバナーエレクト事務所 

10. ロータリーの友購読申し込みについてご案内 

…一般社団法人ロータリーの友事務所 

11. 第72回社会を明るくする運動市内大行進開催

中止のお知らせ 

…銚子市社会福祉協議会 

【例会変更】 

旭ＲＣ 

5 月 27日(金)夜間例会 なみ川 点鐘 18時 30分 

会員の記念日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東 祥三会員(5月 1日) 

結婚記念日 伊藤 浩一会員(5月 7日) 

創業記念日 杉山 俊明会員(5月 1日) 

石毛  充会長(5月 6日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧阿天坊 俊明会員 

銚商野球部は春季大会にて準優勝をし今月21日

よりの関東大会に16年ぶりに出場することにな

りました。また応援のほどよろしくお願いしま

す。 

卓  話 

「ＯＳＵＳＯＷＡＫＥを政界の言葉に」 
千葉科学大学危機管理学部 4年木村ゼミ 

銚子円卓会議インターン     千葉 拓也様 

危機管理学部 3年木村ゼミ   張  澤琳様 

               張  宇ト様 

王 ブン秋様 

皆さん！

こんにち

は。 千葉

科学大学

危機管理

学部木村

ゼミ四年、

銚子円卓

会議イン

ターンの千葉拓也と申します。  

本日は「災害支援を視野に入れた共助の備蓄

ＯＳＵＳＯＷＡＫＥ」ついて新３年生３名と一

緒にご紹介いたします。  

はじめに３月１２日に千葉テレビで放送され

た、千葉県の広報番組「ウィークリー千葉県」の

特集をご覧ください。  

 

【大学生視点の魅力と可能性】  

このプ

ロジェク

トは３１

１を力に

変えたも

のです。

震災を小

学生で経

験した先

輩や友だちは「人を助けたい」という想いをもっ

て千葉科学大学に入学しています。防災士の資

格をとり、ボランティア活動にも積極的に参加

しています。日常からの防災意識の重要性を広

く伝えて、ＯＳＵＳＯＷＡＫＥに参加すること

で、みんなで力を合わせて困難を乗り越えよう

とする「共助」が広がることを期待します。  

またこれまで年に１回の「年間備蓄」だけでし

たが、四季のある日本だからこそ、季節の折々に

防災を意識しながら、旬の備蓄品を楽しめるよ

うにと、先月から、「季節備蓄」もはじまりまし

た。これも大学生の提案でした。これからも進化

させていきたいです。  
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【参加方法】  

参 加 方 法

は、３つで、

１つは、専

用 サ イ ト

から、参加

口 数 や 備

蓄 品 を 選

択 し て 簡

単 に 申 し

込むことができます。２つ目は、お振込みです

が、その場合は必ず一度事務局にご連絡くださ

い。最後は、イベントなどで直接申込んでいただ

けます。  

 

【今年度の活動】  

大学を飛

びだし、地

域内外でＯ

ＳＵＳＯＷ

ＡＫＥの魅

力を積極的

に発信して

いきます。  

銚子円卓会

議に協力していただきながらオンラインワーク

ショップも開催予定です。  

また防災情報や避難所での生活の留意点など

を多言語で発信します。木村ゼミのYoutubeチャ

ンネルを更新しますのでぜひアクセスしてくだ

さい。  

大学の青澄祭ではＯＳＵＳＯＷＡＫＥの参加者

やパートナーエリアの方、企業の方などが交流

し、学びえるような防災シンポジウムが開催で

きたらいいなと考えています。  

 

【課題と展望】  

ＯＳＵＳＯＷＡＫＥは被災地のニーズと送り

たい物品を予め理解しあっていることで起こり

がちなミスマッチを防ぐことが可能になります。

人々の関心が薄れていく頃に、丁寧に支援がで

きる関係性を作っておこうとするところに特長

があります。  

また地元企業にとっても、必ずしも防災用品で

ある必要がないため参加しやすいと思われます。  

この仕組みの背景にある地域の課題は、日常か

らの防災意識の向上と寄付文化の醸成の必要性

です。  

これらを高めていくためには、いずれも災害を

「他人事」と考えず「当事者意識」をもって行動

する人を増やしていくことが重要だと考えてい

ます。  

銚子は地盤が固く、災害に強い地域と言われま

す。 地元千葉科学大学は、危機管理学部という

特別な学問を学ぶ学生、専門の先生方も数多く

いらっしゃいます。さらに暮らしている人の防

災意識も高く、他者への貢献意欲も高いことが

加われば、それは全国に誇れることです。ぜひ一

人でも多くの皆様に知って、参加してほしいと

思います。 SDGsの目標達成にも貢献できるＯＳ

ＵＳＯＷＡＫＥを、銚子から、日本全国に、さら

には世界へと広げて、いつかMOTTAINAIという言

葉が世界で知られたように、ＯＳＵＳＯＷＡＫ

Ｅを世界の言葉にしたいです。 

 

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 5月号読みどころ紹介 

P5 RI会長メッセージ 

会長主催会議をヒューストンを皮切りに各地で行

い、RC の重点分野である環境、経済、平和などに

ついて各地のリーダーと話し合った。 

世界各地での紛争に対し、我々の使命を再確認し、

ロータリーの使命を果たす時 

P7 青少年奉仕月間 

コロナ禍の中、日本の若者の間で薬物乱用が広が

っている。地域での若者への啓発活動を続けてき

たクラブの取り組みを紹介 

P14 ウクライナ危機 

最初は 1930 年代に発足、WWⅡにて解散、その後

1991 年にウクライナが独立後首都キーウに再び創

立されている。現在 62 クラブ、1.100会員となっ

ている。今回の紛争にて医療や精神面で、人々を支

援  

縦 P17 当人と他人 

人は状況により何時でも当事者と別人になる 

縦 P25 Annotation（注釈） 

ロータリアン 1989 年以前は Rotary Ann として

ロータリアン夫人を指す名称であった 
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【出席報告】  
会員総数 ３８名  出席計算 ３７名  

出  席 ２９名  欠  席  ８名  

出 席 率 ７８．３８％ 

欠席者：廣瀬君・熊澤君・村田君・佐藤君 

信太君・吉原君・鈴木君・高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】  

5/12八日市場 RC60周年記念ゴルフ大会 

宮内(秀)君・宮内(龍)君・大里君 

髙瀬君・寺内君 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

【私の一言】     伊藤 浩一会員 

近 況            

春の風景が好きだ。 

替わりに木瓜の花の真っ赤とレンギョウの鮮や

かな黄色が周りを明るくしてくれている。 

辛夷と雪柳の白が眩しい。 

奥の方に椿の赤が顔を出してきた。 

楠の葉の中にはゴイサギが５羽６羽とやってき

て驚かされる。 

毎年見慣れた春の風景だ。 

最後は山桜と枝垂れ桜の競演を待つばかりの美

しい時期なのだが、

腰痛の古傷が出て来

てしまい左足の痺れ

が消えない日を送っ

ている。 

（2022年4月3日） 

 

 

 

 

2019-20年度グローバル補助金奨学生 

工藤 幸介さん報告 

昨年の 11 月に郵送にて卒業証書を受け取り、

無事大学院を卒業することができました。 

（卒業日は当初の予定通り 9 月です）。 

2019 年からの長きに渡り、サポート頂きまして

誠にありがとうございました。 

おかげさまで現在の職でも大学院の学びを存分

に活かすことができ、大変充実しております。 

私にも何か高瀬様や銚子ロータリークラブにご

尽力できることなどございましたら、是非とも

お声掛け頂けますと幸いです。 

今後とも、何卒宜しくお願い申し上げます。 

2022/4/30 工藤 

 

例会プログラム 

5 月 青少年奉仕月間 

２９日(日)銚子東 RC 創立５０周年記念式典 

（合同例会を兼開催） 

会場：犬吠埼ホテル 点鐘：16 時 

 

６月 親睦活動月間 

１日 5/29 合同例会振替の為 休会 

８日 東 祥三新会員 卓話 

１５日 例会(卓話なし)終了後、新旧クラブ協議会 

※夜間移動例会は中止。お昼の例会となります。 

２２日『運命自笑』～人生のどん底を味わったから

こそ気付いた､自分自身の天職 

    ヤセ騎士様 

２９日 会長・幹事退任挨拶 

 

2022-23 年度 

７月 特別月間 

６日 会長・幹事就任挨拶 

１３日 五大奉仕委員長就任挨拶 

 

（5/11 現在の予定です。） 

 

ニコニコ BOX ￥ 7,000 計 ￥400,000 

スモールコイン ￥ 2,700 計 ￥ 38,340 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 36,540 

希望の風 ￥25,000 計 ￥205,651 

次週（５月２５日）プログラム 

「成田空港圏の地域振興プラン」 

 富里市商工会会長 寒郡 茂樹様 

（地区ガバナーノミニーデジグネート・富里 RC） 

お弁当：高浦（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


