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 2014～2015年度 ＲＩテーマ 

    ロータリーに輝きを  
     LIGHT  UP ROTARY 

 2014〜2015 ＲＩ会長 ゲイリー Ｃ．Ｋ．ホァン 

 

国際ロータリー第2790地区 

銚子ロータリークラブ会報 

第２７９０地区 

ガバナー 宇佐見 透 (千葉幕張ＲＣ)  

広報・会報委員会 

宮内 清次、石毛 充、越川 信一、兒玉 英子  

今週のプログラム 

 

「銚子ジオパークの紹介」 

    

千葉科学大学 危機管理学部  

環境危機管理学科教授 

安藤 生大 様 

 

 

前回例会報告（１１月１９日） 

点      鐘：信太秀紀会長 

国歌斉唱 

ロータリーソング： 「それでこそロータリー」 

ビジター紹介： 

国際ロータリー第 2790 地区 

ガバナー 宇佐見 透 様（千葉幕張 RC） 

第 7 分区ガバナー補佐 杉山 俊明様 

 

例会に先立

って 

宇佐見透ガ

バナーを囲

んで会長・幹

事懇談会を

開催 

 

 

 

皆さんこんにちは。先般、石巻の中学教諭で、 

文部科学省生徒指導調査官、長田徹氏の講演が

ありました。彼は 3/11 の震災時には仙台市にい

ましたが、翌日 3/12 いてもたってもいられな

くなり、１０キロ離れた仙台市立荒浜小学校ま

で行くことを決意いたしました。３キロ手前ま

では車で

行けまし

たが、そ

こから、

歩いて行

くしかな

かったそ

うです。

そ し て

200から 300の放置されたご遺体に次々に出会

います。ここでは学校以外の建物はすべて流さ

れました。屋上へ登って助かった小中学生達の

見た光景はすさまじいものでした。 

運動場には、お年寄りの乗っていた 2００台

以上の車はブレーキランプを何度も何度も点

滅させながら津波にのまれていきました。次に

彼らは自分たちの家が次から次へと流されて

いくのを見つめます。人がまだ中にいる家もあ

ります。この時間家にいるのは母親以外にいな

いのです。この直後から小中学生は歯を食いし

ばりながら自主的に立ち上がります。女子中学

生たちは、かろうじて学校に避難してきた、濡

れたご婦人を温め、寒さで震えるおばあさんに

カーテンをかけて、ずっと背中から抱きしめま

す。夜には、ある小学６年生 11 人はジャンケ

ンで順番を決め、流されて電信柱や屋根にしが

みついた人達を、救助が来るまで、寝ないよう

に、大声で交代で励まし続けました。翌日ヘリ

コプターが来て助かった男性は、何度も気絶し

会 長 挨 拶 
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かけるたびに「まるで、ほんとうの息子が父さ

ん死ぬなよ！生きて帰ってよ！と話しかけら

れているようで、心が奮い立った。」と話して

いたそうです。 

ロータリークラブと千葉市 PTA 連絡協議会が

合同主催した講演会の会場は感動に包まれて

いたことを報告いたします。 

 

 

【週報拝受】千倉 RC、成田空港南 RC 

1. クラブ奉仕プロジェクト 

（社会奉仕・国際奉仕）委員長会議のご案内 

以上、ガバナー事務所 

2. クラブ役員キット送付について 

2015-16 年度地区主要行事日程について 

…ガバナーエレクト事務所 

3. ハイライトよねやま １７６ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

4. 2015 年国際ﾛｰﾀﾘｰ年次大会(ｻﾝﾊﾟｳﾛ大会） 

参加旅行募集案内送付のご案内…東日観光㈱ 

5. 青少年交換留学生飯田佳奈さん第3回月例報告 

…地区青少年交換委員会 

【例会変更】 

八日市場 RC 

12 月 9 日(火)夜間移動例会 新入会員研修会  

点鐘 18 時半 港屋 

12 月 16 日(火)夜間移動例会ｸﾘｽﾏｽ家族会の為 

浜っ子「うまい寿司」点鐘 18 時半 

12 月 23 日(火)定款第 5 条第 1 節により休会  

12 月 30 日(火)定款第 5 条第 1 節により休会 

 

 

☆ 誕生日記念日  

越川 信一会員 

(11 月 19 日) 

誕生日おめでとうござい

ます 

 
 

☆結婚記念日：伊東正博会員(11 月 17 日） 

☆入会記念日：加瀬貞治会員(11 月 13 日） 

☆創業記念日：猿田正城会員(11 月 15 日） 

       

 植田 正義会員 

10/8～11/11 まで入院

して手術を受けました

が、無事退院する事が

できました。入院中い

かに健康が大事か身に

しみて感じました。これからは体をもっと労りた

いと思います。また会からのお見舞いありがとう

ございました。 

 

 

公式訪問ご挨拶「原点回帰」を目指して」 

国際ロータリー第 2790 地区 2014-15 年度 

  ガバナー 宇佐見 透 様 (千葉幕張 RC) 

 
銚子ロータリークラブの皆様改めましてこ

んにちは。今年度 2790 地区ガバナー職を務め
させて頂いております宇佐見と申します。所属
は千葉幕張ロータリークラブです。 
皆様にはいつも御協力賜りありがとうござ

います。本日公式訪問させて頂きましたのは、
2014-15 年度国際ロータリー会長ゲイリーホ
ァン氏が提唱されましたテーマ「Light Up 
Rotary」を一刻も早く皆様にお伝えし、今年度
方針にもとづきロータリーの目的を推進頂く
よう結束頂きたく直接お話しさせて頂こうと
の思いで公式訪問させて頂きました。 
既に 3 月 8 日に開催しましたリーダーセミナ

ー、3 月 29 日に開催しました PETS、そして 4
月 29 日に開催しました地区研修・協議会とい
ういわゆる３大セミナーに信太会長、田中幹事
を初めクラブ指導者である各委員長の方々に
ご参加頂き、皆様を通じてご理解を頂いたうえ
で、スタートをされておられると思います。 
ガバナーという身に余る職責ではあります

が、誠心誠意努力致しますのでご支援ご協力の
程お願い申し上げます。 

2000 年にＲＩより地区に対し DLP（ディス
トリクト・リーダーシップ・プラン） を検討
する旨の要請がありました。現在 RI 理事会に
よりガバナーは地区組織を構成するうえで
DLP の構成に準拠したものを確立するよう要
請されています。このことは現在会員減少に悩
むクラブにとって、少ない会員数の中でどの様
にすれば活性化するのかを検討したものであ
ります。即ち従来の４大奉仕委員会をベースに
取り組もうとすると一人で何役もこなさねば
ならない現実に突きあたります。そこで思い切
った組織改革を考えようと取り組んだのが
DLP です。具体的に申せば 
（１） 社会奉仕プロジェクト、国際奉仕プロジ

ェクトに関しては全て「奉仕プロジェク
ト委員会」なる新組織で統括する 

（２）増強を目的とした会員増強・退会防止委
員会を新たに組織し会員選考や職業分
類も含めた活動を行う。 

（３）地域の人々に私たちの活動を具体的にお
知らせする広報公共イメージ委員会を
新設しロータリーの友委員会や会報委

会 員 の 記 念 日 

 

ニコニコ BOX 

卓  話  

幹 事 報 告 
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員会ともコラボレイトする活動を行う。 
（４）親睦、出席、プログラムなど運営に関わ

る委員会は旧来のロータリー情報委員
会をクラブ管理・運営委員会と変えこれ
ら全てを統括する。 

以上４つの常設委員会と呼ばれる組織に大き
く変えたのが DLP です。青少年、財団、米山
は旧来のままです。このようにする事により少
ない会員のクラブでも活性化できるのでは 
との考えからこれが CLP に繋がればと考えた
のではと思います。しかしこれを行うのはあく 
までもクラブ自身です。実際の活動はクラブで
あり会員皆さんが主役なのです。 
わたしは先程ＲＩが DLP を中心にした地区組
織検討するよう云われておると申しましたが
このDLPの先に皆さんのCLPがあるとお考え
ください。ここが重要で今まで CLP のみ導入
しろと話されても目的が見えなければ解らな
くとも当たり前です。ですから今年度はまず地
区組織を変え活動内容と目的をはっきり示す
ことにしました。 
ロータリーは単年度制ですから来年また従来
の地区組織に戻るかも知れません。ですが私は
次年度の櫻木エレクトにこのことだけは変え
ないで欲しいとお願いしております。くどい様
ですがガバナーとして、クラブの皆さんの理解
を得ながら変革を試みようと考えています。研
修リーダーにもお願いし、DLP の確立のもと各
クラブでそれぞれ、独自に検討、取り組まれて
いる CLP（クラブリーダーシッププラン）の明
確化に繋がればと考えています。この後のクラ
ブ協議会でもCLP の目的と地区におけるDLP 
の位置づけから何故、今必要なのかなど、ご意
見を伺えればと思っております。 

1905 年の発足以来一世紀を越えるロータリ
ー活動には、時代の変化と共に変わった部分も
あると思いますが、変わらぬ原点は職業奉仕に
あると考えます。私にとってロータリーとは、
自らの職業を通しての倫理運動であり地域社
会への貢献を基本に根ざすものであると考え
ます。 
定款にも「ロータリーの目的は意義ある事業

の基礎として、奉仕の理念を奨励しこれを育む
ことにある」と明記されております。ロータリ
アンを侍に例えた場合、職業奉仕とは、武士と
しての象徴を示す刀のような存在と思ってい
ます。侍は研鑽を重ね武士となり、帯刀を致し
ますが但しこの刀は戦（いくさ）の道具では無
く、武士としての気構えの象徴です。ロータリ
アンの持つ刀は、自分を律する気持ち、又は誇
りとして、自らの心の中に置いておくべき物で
ありロータリアンの心に宿る刀はロータリア
ン同士の厚い信頼関係基づく不可能を可能に
変える存在だと思います。 
キーワードは「和して同ぜず」です。“和す

る”すなわち友となり仲間となることは大変す
ばらしいことであり皆で一緒に取り組み大事
を成す事は大切です。しかし同時に、“同ぜず”
が大切で「他人の意見に惑わされる事無く、自
分の意見をしっかり持たねばならない」と考え
ます。「自らの職業に基づく人としての信頼回
復」と「和して同ぜず」の２つをモットーにロ
ータリーの復活による「原点回帰」を今年度テ
ーマに、皆様の御協力のもと地区運営にあたっ
てゆきたいと思います。 
ロータリーは今やっていることだけを未来

永劫変えることなく、続けてゆくという考え方
から、変わりながら続けてゆく事の大切さを、
改めて考えて頂きたいと思います。ロータリア
ン同士、職業奉仕を心に携えてゆけば、ロータ
リーは再び新たな羽根を持ち大空に飛び立て
る時が来ると確信しております。 
会員増強についてホァン会長は新会員を引き

付けつけると共
に、現会員を維持
し、世界で 130 万
人への会員拡大
を目標にされて
います。会員増強
について、会員数
の数字だけにこ
だわり「数は力な

りの原則のもと、会員を増やせ増やせとスロー
ガンが掲げられますとすぐさま反発する形で
「質」と「量」の議論が発生します。更に悪い
のは、質か量かという命題を並べて、出来ない
理由を議論し、やらない理屈を語る事です。増
強問題は出来ない理由を語るマイナス発想で
はなく、まずやろうとするプラス発想からのス
タートが大切だと思っています。今年度の増強
目標は地区に因んで 2790 名とし、各クラブに
純増１名をお願いします。広報公共イメージ活
動でロータリーがどのような活動をしている
のかを地域社会の人々に知ってもらえるよう、
「ロータリーデー」を開催してくださることを
願っています。そこで私たちは、社会貢献とい
う共通意識のもと、互いの絆を深め、時間、才
能、資金を注いで活動するグループであること
を広報下さい。私たちは「行動の人」であり、
同じ目的意識を持つ人たちと協力して、地域社
会が直面する問題を解決しようと努めている
こと、同じ様に地域社会のことを考える人びと
を見つけたいと願っていることを伝えること
が重要と考えます。にもかかわらず、認知度が
低いと感じます。ロータリーが何を目的とし、
何をしているかを知らなければ、入会しようと
いう人や、協力しようという人がいないのも当
然です。確固とした、好ましい公共イメージは、
単にロータリーの気高さを高めるだけで無く、
それによって奉仕志向の会員が増え、ロータリ
ーの活動をさらにレベルアップする重要な戦
略だと思います。青少年奉仕活動について地域
の方々及び学校教育機関の協力、顧問教師の
方々の思い、御父兄の理解が必要で、信頼関係
が無ければ成立しません。インターアクト、ロ
ーターアクト、青少年交換、ライラ等での四委
員会が「ロータリーデー」への参加を通じ、そ
れぞれどの様にして地域社会との融合を保つ
参加が可能なのか御検討下さい。未来のロータ
リアンを育成しましょう。米山記念奨学会事業
は日本で学ぶ外国人留学生にロータリアン自
身による寄付金を財源とした奨学金を支給す
る事業で、日本独自の特色である「カウンセラ
ー制度」「世話クラブ制度」が重要であると考
えます。クラブとして「世話クラブの登録」「カ
ウンセラー登録」を理解いただき、ぜひ米山記
念奨学会への寄付目標である通常寄付と特別
寄付の合計で一人 15,000 円達成をお願いしま
す。最後にポリオ撲滅に関して 1979 年に始ま
ったポリオ撲滅運動も 35 年におよぶ活動で、
世界で 3 ケ国（パキスタン、アフガニスタン、
ナイジェリア）を残すのみとなりました。しか
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し本年 5 月 5 日に WHO はカメルーン、シリア
など非常在国からの発症報告に基づき「緊急事
態宣言」を出しました。医師団が内戦に巻き込
まれるなど予断を許さない状況でもあり国際
的連携と取組みが求められています。当地区で
は毎年１人あたり 25 ドルをお願いしておりま
す。 

 

 

丸山 泰典 RAC 委員長 

①11/22（土）23（日）千葉

科学大学にて青澄祭が行わ

れます。ＲＡＣは串揚げ屋

を出店致します。利益は被

災地に寄付を致しますので、

お時間のある方は、串揚げを買ってください。 

②駅前花壇の水遣りは、ＲＡＣのメンバーが自主

的にローテーションを組んで行っております。花

植えにご協力の皆様ありがとうございました。 

 

 

 
職業奉仕 四つの反省 

金子 芳則会員（会計） 
 
11 月 10 日からお

客様を伴って、 
長野県の木曽路を旅
行しました。南木曽
へ向かう途中、中央
道の伊那インター近
くにある、「伊那食品 
工業（株）、愛称、「か 
んてんぱぱガーデン」
を見学しました。テ
レビのカンブリア宮
殿で紹介された会社
です。寒天を使った健康的な食品を製
造販売している会社です。 
カラマツ林の敷地 3万坪に広がるガーデンは、

本社、研究所、ショップ、レストランが自然な
環境の中に点在しており、観光客や企業見学者
に人気のスポットです。 
まず、社員の働き方に感心しました。広いガ

ーデンは毎朝社員が掃除しているそうです。 
お客様に楽しんでもらいたいという気持ちか
ら、自主的に取り組んでいるとのこと。 
さらに感心したことは、トイレがきれいなこ

とでした。便器の前に張り紙がありました。 
「このトイレはキレイに掃除ができていま

す。便器は汚いものではありません。ズボンが
つくまで前に出てはいかがでしょうか？」社員
が毎日素手で便器を磨いています。とのこと。 
会社の経営理念に凡事継続という言葉があ

りました。当たり前のことを毎日きちんと続け
ていくという意味です。私の手帳の中に、例会
場でいただいた「職業奉仕 四つの反省」「職
業宣言」が書かれた小さなパウチされたメモが
ありました。  
「職業奉仕四つの反省の 4 項目」、「職業宣言 8
項目」をじっくり読んでみますと、このことを

しっかりと実行している会社に思えました。  
企業経営者として、またロータリアンとして、

忘れてはならないことが書かれております。改
めて、このパウチメモの重要性を痛感しました。
作成された岡根会員にお礼申し上げます。  
会員の皆様も機会がありましたら是非一度訪

れてみてはいかがでしょうか。 

（銚子商工信用組合 専務理事）           

 

第 5 回クラブ協議会 

 

例会終了後宇佐

見ガバナーを迎

えて第 5 回クラ

ブ協議会を開催 

 

 

白熱した協議

は時間を忘れ

て討論午後３

時半に終わる 

 

 

【出席報告】 

会員総数４４名 出席計算４３名 

 出 席：３４名 欠席９名 出席率 79.07% 

 欠 席：青野君・伊東君・栢尾君・越川君 

  宮内榮君・大岩君・大里君・髙木君 

高瀬君                              

【Ｍ Ｕ】 

11/14：広報公共イメージセミナー 

石毛君・信太君 

11/16：アクターズミーティング 

丸山君・島田君 

11/17：RAC 例会 

丸山君・内田君 

 

【ニコニコ】 

ニコニコ BOX ￥  7,000 計 ￥238,000 

スモールコイン ￥  3,050 計 ￥ 32,780 

米山 BOX ￥  － 計 ￥ 29,133  

希望の風 ￥  － 計 ￥149,000 

次週のプログラム（１２月３日）  

「I・M に参加して」 

 

丸山泰典会員・遠山靖士会員・小林昭弘会員 

 

お弁当：フランケット（洋食） 

 

会 員 投 稿 欄 

委員会報告 


