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でいただき有難うございます。今月は、青少年奉
仕月間です。前年度までは新世代奉仕委員会でし
たが、今年度より名称が変わり、内容は変りませ
んが青少年に対するあり方の難しさを物語ってい
ると思います。月間例会に「地区委員の卓話依頼
が大変多く要望に応えられない場合もあります」
とガバナー事務所より連絡がありました。委員長
さんはじめ皆さんにはご苦労をおかけいたします
が、青少年奉仕とは何か、どの様にすれば良いか
等、例会又は委員会にて話し合えるようにしたい
と思います。月間に限らず、普段から気にかけた
いものです。9月24日㈫アクトの例会があります。
時間のある方は例会に出席を願いたいと思いま
す。宜しく願います。

先週8月31日は、千葉にて第1回RAC合同会
議が行われました。島田会員、佐藤会員、丸山会
員が参加されました。お疲れ様でした。9月1日
にはクラブ情報研究会が西船橋で開催されまし
た。上総泰茂委員長と私が参加いたしました。船
橋は遠かったです。お疲れ様でした。9月1日は、
銚子市、市政80周年記念行事として（銚子ロータ
リークラブも後援）金田正一氏始め往年の名選手
が集結してドリームベースボールが開催されまし

本日は関口徳雄ガバ
ナー公式訪問例会です。
例会終了後クラブ協議
会となります。2790地
区は84クラブもありま
すが、酷暑の中、関口
ガバナーには連日の公
式訪問お疲れ様です。
本日は銚子ロータリークラブにおいで戴き有難う
ございます。まだまだ猛暑が続きそうです。お体
に充分気をつけて、ご活動をお願いいたします。
又、先々週に続いて椎名正良ガバナー補佐におい

今週のプログラム

「青少年のための月間に因んで」

　宮　内　龍　雄　青少年奉仕委員長

前回の例会報告（9月4日）

点鐘：宮　内　　榮　会長

国歌斉唱

ロータリーソング：奉仕の理想

第2773号（2013年9月11日発行）
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た。前日には銚子クラブの有志による球場周辺の
草刈整備、猛暑の中大変お疲れ様でした。最後に
吉報です。新入会員、灰谷充史さんが本日より例
会参加となります。早くロータリーに慣れ楽しい
ロータリーライフを送って下さい。

関口ガバナー・椎名ガバナー補佐・北川ガバナー
補佐幹事・宮内（榮）会長・宮内（秀）幹事・信太
副会長・田中副幹事が参加して約1時間、和やか
な中にも真剣に地区運営・クラブ運営などの議論
が交わされました。（会議所会議室にて）

お 客 様お 客 様

ガバナー・会長幹事懇談会ガバナー・会長幹事懇談会

新入会員認証式新入会員認証式

マルチプル・ポールハリス・フェロー授与式マルチプル・ポールハリス・フェロー授与式
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　会員
勤　務　先：東京海上日動火災保険㈱
　　　　　　千葉支店　銚子支社長
職 業 分 類：海上保険
所属委員会：親睦活動委員会

大　岩　將　道　会員

米山奨学生
　金　ユリ　様

　奨学金授与

第7分区ガバナー補佐幹事
　北　川　幸　靖　様

第7分区ガバナー補佐
　椎　名　正　良　様（左）
第2790地区ガバナー
　関　口　徳　雄　様（右）
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★☆★☆ 創業記念日おめでとうございます ☆★☆★

宮　内　清　次　会員（9月1日）
田　中　英　子　会員（9月1日）

【週報拝受】波崎RC、銚子東RC

1 . 第12回ロータリー全国囲碁大会のご案内
2. 財団News9月号
3. 地区青少年奉仕委員会より月間卓話要請に

ついてのお願い
4. 例会場変更のお知らせ:富津RC9月より新

例会場　宮島本店
5. ガバナー月信9月号の訂正

　　（7ページ行事予定　米山奨学委員会開催日
が20日→19日に訂正）

以上、ガバナー事務所

6.「Dゾーン職業奉仕セミナー」の直近のご案内
　　 ................................................... 地区職業奉仕委員会
7.「ロータリーの友」英語版注文書

公共イメージ向上のための広報誌ROTARY
世界と日本（第6版）
会員勧誘のための広報誌ROTARY　あなた
も新しい風に（第5版）

　注文書
　　 ............. 一般社団法人ロータリーの友事務所

【例会変更】
　佐原・香取RC
　 　 9月16日㈪　 9月23日㈪　

定款第6条第1節（C）により休会
　　 9月30日㈪

ガバナー公式訪問の為、18時点鐘
　銚子東RC
　　 9月24日㈫

夜間移動例会、観月会 犬吠埼ホテル
　　 18時半点鐘

　　10月8日㈫　移動例会、横浜方面へ企業視察

　

ロータリーの友9月号から次の記事を紹介しました。
①銚子ロータリークラブの「26年続く駅前美化活

動」が宮内清次会員からの投稿で掲載されました。
②次世代の若い職業人やローターアクトがロータリ

ーについてどのように見ているか聞いてみました。
③ロンD・バートンＲI会長の新世代に関する考

え方と新世代取組の9つのルール。
④規定審議会での青少年と新世代の名称変更につ

いて
⑤米山記念奨学事業
　の基礎知識

✌ 第2790地区ガバナー　 関　口　徳　雄　様 ✌
✌ 第7分区ガバナー補佐　椎　名　正　良　様 ✌
✌ 大　岩　將　道　会員 ✌
　娘の真理子が8月末に東京ディズニーランドホ
テルにおいて開催された「ゆかたキレイコンテス
ト全国大会」にて東京代表として出場し準グラン
プリに選ばれました。
✌ 宮　﨑　裕　光　会員 ✌
　 8月29日㈭ 弊社成田工場が多古町へ新築移転
し、竣工式を行ないました。これから一層気を引
き締めて参ります。

幹事報告幹事報告

記 念 日記 念 日

ニコニコBOXニコニコBOX

委員会報告委員会報告

ロータリーの友9月号
P14より

クラブ情報委員会
　上　総　泰　茂　委員長
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✌ 髙　木　浩　一　会員 ✌
　 8月29日から9月3日まで6日間、本年度2回目
のカンボジア王国訪問をしてきました。保健省関
係者との国内に於ける病院や薬等のお話や、テラ
ルネッサンス、カンボジア事務所訪問等、充実し
た渡航でした。今回1人での訪問でしたが、興味
のある方は次回ご一緒に如何ですか。

平成25年9月4日㈬　 15 :10 ～ 16 :00
⑴ フィリピンダバオ支援募金の件
　　 ................................................................................................否決
⑵ 千葉科学大学RAC 2012‒13年度決算の件
　　 ................................................................................................保留

皆様、今日は。国際ロータリー 2790地区ガバ
ナーの関口徳雄です。

所属は浦安ロータリークラブです。
皆様、既に御案内のとおり、本年度RI会長ロン・

D・バートン会長が提唱したテーマは「Engage 
Rotary, Change Lives」日本訳として「ロータリー
を実践し、みんなに豊かな人生を」というものです。

更に、この意味を以下のように申しております。
ロータリーの奉仕では、努力すればするほど多

くを得ることができ、ロータリーを真に実践し、
ロータリーの奉仕と価値観を日々活かす決意をす
れば、自分がいかに素晴らしい影響をもたらすこ
とができるか分かるはずです。

そうすることによって、初めて人々の人生を真

に豊かにしようというやる気・パワーが湧いてく
るのです。そして何よりもあなた、つまりロータ
リアン自身の人生が豊かになるはずです。

このフレーズは、アーサーシェルドンの説いた
「He（One）profi ts most who serves Best」つまり、
奉仕の理念の第二標語に通ずるものとして、私は
勝手に解釈しまして地区チームセミナーで申し上
げたのですが、後に6月の広島平和フォーラムの
席上で私の同期のガバナーエレクトがロンバート
ン氏に質問したそうです。その時、同氏は、この

「Engage Rotary, Change  Lives」と第2標語は同
じ意味だと答えたそうです。

私の本年ガバナーとしての地区運営の方針等に
つきましては、三大セミナーで申し上げ、又、活
動計画書にも記載してあります。
〈元気なクラブを目指して〉（例会は、楽しく且つ緊
張あるものに……！）

奉仕と親睦（友愛）は、ロータリーの2本柱であ
り、車の両輪であることは過去幾多の先輩ロータ
リアンが繰り返し述べているところです。そして、
奉仕と親睦の両輪が競うように力強く回っている
状態をロータリーでは「元気なクラブ」と言います。
「親睦」と「親睦活動」を混同する方も多いようで
すが、両者は違います。

親睦とは、申すまでもなく「奉仕の心」を作り
出すための例会における諸活動でありますが、ロ
ータリアン個人の心と心が結合した過程であって、
互いに切磋琢磨しながら自らの人格を磨きあう状
態を表す概念であります。従って、例会の位置づ
けが最も大切になります。

そのためには、会員卓話にもひと工夫が必要で
しょう。マンネリ化した事務的な卓話ではなく、
時にはユーモア、ウイット、そしてジョークに富
んだ話の中で、奉仕の理念の真髄に迫る研ぎ澄ま
された卓話が求められます。

そして、私が各クラブに求める例会の在り方は
「例会は楽しく且つ緊張あるものに……！」です。

更に今年度は今一歩進め、「会員に奉仕の心を
増強させる一つの機会として」ゴルフ・野球・テ
ニス・その他ロータリアンの趣味の世界、即ち、

卓　話卓　話

13‒14年度　臨時理事会報告書13‒14年度　臨時理事会報告書

「ガバナー公式訪問」

国際ロータリー
第2790地区ガバナー
　関　口　徳　雄　様
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親睦活動を推奨したいと思います。これら趣
味の中で、会員同士の深い絆を築いて欲しい
と思います。それは結果的に退会防止に繋が
るからです。そして、私は、次のように申し
上げたい。「ロータリーに潤いを、そして活
力を……！」と。
〈ロータリーを知らずに退会していく3年未満
の新会員の問題〉

2年か3年かはともかく、各地区で新会員
がロータリーの何たるかを知ることなく辞め
てゆく問題がクローズアップされております。
そして、当地区においても然りです。

それを防止する手段の一つとして、会員研
修が必要であると思います。

本年度は、早急にガバナー補佐の協力のも
と、地区研修リーダー主催による情報研究会
を実施しますが、目的は各クラブのベテラン
ロータリアンの再教育と彼らによる新入会員
へのオリエンテーションの実施を目指します。
必ず実施して下さい。

前述の親睦活動による会員同士の絆に加え、
退会防止へと繋げたいと思います。
〈職業奉仕と他の奉仕活動の関係〉

私の極めて個人的な考えですが、職業奉仕
委員会は、奉仕活動というより職業を通じた
自己研鑽委員会とでもいうべきものではない
かと思います。

純粋にロータリアン個人にとっての職業奉
仕をかんがえた場合、これは極めて道徳的哲
学的なものであり、自己研鑽に励むことが中
心であって、特定のプロジェクトのように外
部からハッキリと見えるものではありません。

しかし、この職業奉仕は、「ロータリアン
の基本」あるいは「ロータリーの心」と言われ
ているものですから、絶対に失念することは
できないのであります。

要するに、職業奉仕については、ロータリ
アン一人一人が大事にし、これを奉仕活動の
要ないし基礎として捉え、常に振り返る必要
があるのです。

つまり、職業奉仕は、これを除く四大奉仕の精
神的支柱（バックボーン）であって、キリスト教の
聖書、仏教の経典の如きものではないかと思いま
す。（多分、異論があるかと思いますが…。）

〈ロータリアン全てが職業奉仕を理解しなければ
ならない理由〉

職業奉仕について意味内容定義はともかくとし
て、「なぜ我々は職業奉仕を理解しなければなら
ないのか?」ですが、ロータリーが他の奉仕団体
と異なるのは、この職業奉仕という独特の奉仕活
動を持っていることです。

この点については、全てのロータリアンが認め
ることだと思います。

そうしますと、当然のことながら、ロータリア
ン一人一人が「職業奉仕とは何なのか」「職業奉仕
が如何なるものか」ということについて十分に理
解しておく必要があり、ロータリーの内外からい
つでも誰に対しても（自らの見解とし）職業奉仕を
説明できなければならないのです。

ひるがえって、新入会員に対しても、ベテラン
ロータリアンがしっかりとオリエンテーションを
実施して、この点を認識させ、職業奉仕を理解さ
せなければならないのです。

ついでながら、職業奉仕を更に深く理解するた
めには、その「対となる」ところの社会奉仕を正し
く理解しないと、結局のところ、職業奉仕と社会
奉仕の区別がつかなくなってしまうのです。

そこで、職業奉仕と社会奉仕を厳密に分ける必
要が生じてくるのです。そして、当然のことながら

「I serve」か「We serve」かの区別にも関連します。
〈私が考える職業奉仕とは〉

極めて抽象的な表現ですが、「自分の仕事の中
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で、奉仕の理念を追求すること」に尽きると思い
ます。あくまで個人がなすことです。具体的に申
しますと、
　①　ロータリアンとしては、先ず第一に自分の

仕事を真面目にコツコツと一生懸命行うこと
です。そのためには、自分の仕事に誇りと責
任を持ち、又、常に職業倫理的道徳的水準の
向上を図らなければなりません。

　②　第二に、他の人の仕事の価値観も同時に認め
ることです。

　③　第三に、自分の仕事の腕を社会に役立てるこ
とです。

そして、その際の手法は、奉仕の理想（理念）を目
標に、

2つの標語　
　超我の奉仕＝弱者を助ける人道的な奉仕活動
　He profi ts most who serves best
　　＝事業の継続的な繁栄を願う職業奉仕理念

を胸に秘め、4つのテストを秤（計り）として、8つ
の行動規範に基づいて行うことであります。

では、クラブを何をすべきかと言うと、クラブは、
この模範となるような実例を示したり、クラブ会員
が自己の職業上の腕を発揮できるようなプロジェク
トを開発することによって自己の目標を実践できる
ように推奨することであります。

クールビス ネクタイないと しまらない
関口徳雄

〈第4回クラブ協議会〉

【出席報告】
会員総数　 44名　出席計算　 41名
　出　席：38名　欠席3名　出席率92 .68%
　欠　席：神宮寺君・栢尾君・越川君

【M U】
8/31 第1回RAC合同会議
 丸山君・佐藤君・島田君
9/1　R情報研究会　上総君・宮内（榮）君
9/3 銚子東RC　大里君

【ニコニコ】

ニ コ ニ コBOX ￥30,000 計 ￥198,000

スモールコイン ￥ 3,500 計 ￥ 17,590

米 山 B O X ― 計 ￥ 11,800

希 望 の 風 ￥28,700 計 ￥ 85,800

次回のプログラム（9月18日）

「留学生によるスピーチ」

　千葉科学大学留学生

　キム  ヘソン君　（韓国）

　ピョー  サンディ  マウンさん（ミャンマー）

　タクシラー  カルアーラッチさん（スリランカ）

　　お弁当：膳（幕の内）

ガバナー公式訪問ガバナー公式訪問

例会終了後約1時間にわたり、当クラブの活動計画につい
て関口ガバナーより小委員長に色々と質問がありました。


