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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 委員長 宮内 清次 

副委員長 石毛 充 委員 越川 信一、兒玉 英子  

今週のプログラム 

 

「識字率向上月間に因んで・ 

ロータリー財団について」 

      

高橋 宏資会員 

 

 

前回例会報告（２月２５日） 

点      鐘：信太 秀紀会長 

ロータリーソング：「それでこそロータリー」 

ビジター紹介：なし 

 

 

 

みなさんこ

んにちは。メデ

ィア、マスコミ

が決して誉め

ないものは３

つあります。１

つ目は、「政治」

です。政治は何

か「汚いもの」

のように扱わ

れますが、政治

がなければ社

会が成り立ち

ません。行政が

あって法律が

できます。 

そして国民の生命財産を守るためには政治が

重要な役割を果たします。政治家として力を発揮

するためには権力闘争を勝ち抜かなければなり

ません。「権力闘争がみっともないから、政治家

はだめだ。」は、本当に浅い考え方です。「谷亮子

選手は金メダルとったのに、政治家になるなんて

最低だ。」という声をよく聞きましたが、政治家

になることは悪人になることなのでしょうか？ 

今の政治に希望があろうとなかろうと、好むと好

まざるとにかかわらず私たちは、民主国家で生き

ているのであって「今の政治に期待していないか

ら政治家になるのはおかしい。」、という論理はど

う考えても間違っています。冷静に考えれば、 

政治がなければ今の社会は成り立ちませんし、

人々が幸せを共有できるすばらしい国家を作る

ためも政治家が必要なのです。 

２つ目は宗教です。忌わしいものと思われがち

ですが、私達が尊敬するマザーテレサは宗教人で

す。天理教も幕末期からあるのですが、５００か

ら１０００年の歴史がないとなかなかその存在

を認められません。宗教の役割は心の問題すべて

を扱っているということです。世界的には何らか

の宗教に入っていないと「怖い人間」あるいは「信

用できない人間」と評価されてしまいます。とこ

ろが日本人はその７５％は無宗教という珍しい

国民です。しかし、お寺で祈り、神社に参拝しま

す。宗教のおかげでいったいどれだけの人が救わ

れているのでしょうか？そこは「慈悲」、「思いや

り」、「やさしさ」、で溢れています。一部の宗教

はだめですが、ほとんどの宗教は、まともであり、

まじめなのです。たとえ身内が全部なくなって、

天涯孤独だとしても、宗教があるから心が救われ

るのです。 

３つ目は、大企業 お金持ちです。「下請け」や

「中小企業」は善であり、金持ちは悪とされてし

会 長 挨 拶 
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まいます。日本の経済体質は２重構造と言われ、

実は、大企業がなければ成り立ちませんし、多額

の税金を納めてくれています。決して悪ではあり

ません。私たちは日本国民として、社会制度の意

味を理解し、成熟した大人の見方をしなければな

らないのではないでしょうか。 

 

 
【週報拝受】 

小見川 RC、八日市場 RC、鹿島臨海 RC 

1. 地区ローターアクト年次大会のご案内 

2. 地区大会お礼 

3. 2015年 3月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ１ドル＝１１８円 

…ガバナー事務所 

4. 第５回ローターアクト合同会議 

…地区青少年奉仕委員会 

5. 青少年交換留学生飯田佳奈さん第５回月例報告

…地区青少年交換委員会 

【例会変更】 

佐原香取 RC 

３月３０日(月)第５例会 移動例会花見例会 

 千与福点鐘１９時 

旭 RC 

３月２７日(金)夜間例会黄鶴点鐘１８時半 

千葉科学大学 RAC 3月の例会休会 

 

 

 

入会記念日： 伊藤 浩一会員(2月 23日） 

創業記念日： 小田島國博会員(2月 21日) 

        

 

 

☆大ニコニコ  信太 秀紀会長 

 

地区大会無事終了いたしまし

た。皆様の御協力に心から感

謝します。大ニコニコです。 

 

 

 

 

 

 

 地区大会に参加して  

 

      坂本 尚史会員（パスト会長） 

 

２月 22日日曜日、2014-15年度地区大会に参

加した。私にとっては、織田年度の銚子で開催

された地区大会以来数年ぶりの参加で、例年は

11月に開催されることが多かったが、今回はお

そらく初めてとなる２月の開催となった。 

銚子東 RC、

千葉科学大

学 RAC と一

緒にバスで

地区大会の

開催される

幕張のアパ

ホテル &リ

ゾート東京

ベイ幕張に

向かった。

会場では、前日の１日目の会議に参加していた

信太会長、田中幹事、杉山ガバナー補佐の出迎

えを受け、会場に入った。 

 本会議の進行は、今回はなるべく進行を早く

して懇親会の時間を長く取ろうとする配慮が

見受けられた。しかし、個人表彰を紹介のみと

して実際の授与は代表１名に留めたのは、楽し

みにしている 30年以上 100％出席や、長寿ロー

タリアンにとってはやや寂しい大会となった

のではないだろうか。大会の記念事業では、ロ

ータリー財団と希望の風奨学金への寄付が贈

呈された。また青少年部門の紹介でローターア

クトの活動紹介があったが、我がクラブが支援

する千葉科学大学 RACの参加者が最も多かった

のが印象的であった。 

 本大会の RI 会長代理は台湾の曽 秋聯氏で

あった。RIの今年度会長の黄 其光氏とは旧知

の間柄で、2790 地区の関口 PG とは同期のガバ

ナーとのことだった。また、所属する屏東東区

クラブは茂原 RC と姉妹クラブであり、千葉県

にも 10 回以上来訪されているとのことであっ

た。曽 RI 会長代理からは、RI 会長からのメッ

セージと RI の現況報告がなされ、リオ・デ・

ジャネイロ国際大会で是非お会いしましょう

と結ばれた。 

 昼食後のアトラクションは、「植草学園高校

ブラスバンド部とバトントワリング部のコラ

ボパフォーマンス」と「成底ゆう子ライブショ

ー」の２つが行われた。昼食時間が短く後者の

それも後半しか聞くことが出来なかったが、透

明で透き通った美声が印象的だった。 

 本大会の目玉ともいえる記念講演は、「鈴木

宗男の生きざま」と題してあの鈴木宗男氏によ

り行われた。自分のこれまでの人生を振り返り

ながら、「信念を持ってぶれずに生きる」「人間

は一人では生きていけない、家族や友人を大切

にする」「目に見えない力で活かされている」

幹 事 報 告 

会 員 の 記 念 日 

 

卓  話 

ニコニコ BOX 
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の 3 つを、人間として、政治家として悟った。

人生は思い通りに行かない。挫折や失望は誰で

も味わうが、あきらめてはいけない。そこで諦

めてはいけない。生きていれば良いこともある

し、逆転もある。私は政治家として挫折や失望

を味わった人に、夢を与えることを自らの使命

として生きていく、と語った。さすがに素晴ら

しく自信に満ちた語り口で、圧倒的な説得力で

強く訴えかける、好き嫌いは別として素晴らし

い講演だった。 

 大会は滞りなく閉会をむかえ、別室での懇親

会に移った。銚子からの参加者は短時間の出席

ではあったが、近隣 3ホテルからの料理が供さ

れるという珍しいスタイルで行われ、少し心残

りではあったが早めに帰路についた。 

 地区大会と言えば、思い出されるのは織田年

度に銚子で開催された大会である。裏方として

お手伝いしたが、当日はハプニングの連続では

らはらしたものの、終わってみれば整然とした

格調高い品格にあふれる大会だった。それと比

べると、今回の地区大会では進行にもたついた

ところが見られ、段取りの悪さも気になった。

しかし、全体としてはガバナーの人柄が良く現

れたフレンドリーで楽しい大会だったと思う。

次年度の大会も来年２月同じ場所で開催され

るということで、多くの会員の皆様のご参加を

期待している。 

（千葉科学大学 危機管理学部部長） 

 

2014～2015 年度地区大会に参加して 

 

       丸山 泰典会員（RAC委員長） 

みなさんこんにちは、丸山です。 

地区大会に参加するのは、今回が初めてでした。 

一言で申しま

すと、地区大

会、非常に良

かったです。

何が良かった

のかというと、

鈴木宗男先生

の記念公演が

とにかく素晴

らしかったで

す。 

 最初は、全く話を聞く気持ちがないまま、会場

の椅子に座ったんです。 

ところが、ものの 3分も経たないうちに、心をぎ

ゅっと鷲づかみにされ、1時間 30分の時間があっ

という間に思える公演でした。政治家とは、すげ

ーな、こういうものなのかと思いましたし、何よ

りも、スピーチのプロだなと思いました。1000人

を目の前にして、たった 3分で人を惹きつけるあ

の人身掌握術は、流石としかいいようがなく、私

はこの先生の技術を盗みたいとの一心で、一生懸

命話を聞いちゃいました。人を惹きつける能力は、

先生自身の才能による部分もあるとは思います

が、かなり努力をされたんだとも思いました。 

 話の内容は、聞いている皆さんの為になるあり

がたい内容であったのは、いうまでもないことで

すが、8割がたは、先生自身の自慢話、言い訳話、

人の悪口でした。もし私がそういう類の話をした

ら、ものの 5 分で半分の聴衆の方々を退場させ、

もう５分で残りの人たちを、昼食後の心地よい睡

眠タイムにいざなうんだろうなと思いました。で

も先生の話は聞きたくなっちゃうんですね。 

この違いはいったいなんなのか？そればかり考

えておりました。 

 まず思ったのは、オーラです。壇上に上がった

姿、雰囲気があるんですね。とにかく笑顔が素晴

らしく、ずっと笑顔で公演されてたと思います。

そして声ですね。歌を歌ったら決していい声とは

言えないと思いますが、先生のあの独特のかすれ

声は、ずっと聞いていたい気持ちなる波長のよう

に思えます。これらの笑顔と声は先生の生まれつ

きの才能の部分なのかなと思いました。 

 ここからは、先生の努力によるものだと思いま

すが、まず、自分の弱みをあっけらかんとさらけ

だせる器量の大きさです。開口一番、ご自身の逮

捕の話を笑顔で話されました。 

ここで、オーラを纏って偉そうに見えていた先生

が、一気に身近に感じられました。その後も収監

の話などをところどころ織り交ぜ、先生の立ち位

置を、上にしたり下にしたりしながら、徐々に聴

衆の心を掴んでいったように思います。 

そして、技術的には、話のスピード、間の取り方、

抑揚のつけ方などは、非の打ち所がない計算しつ

くされた努力の賜物だと思います。それが、すで

にしっかりとご自身の身についているので、自然

に人を惹きつける能力になっているのかなと思

いました。公演最後の部分に差し掛かると、迫力

は凄いものがあり、先日プロレスを見に行ったん

ですが、プロレスラーよりも迫力を感じ、エネル

ギーの塊を見た気がしました。鈴木宗男先生のよ

うな人を惹きつける力をもてたらいいなぁと素

直に感じましたし、豊臣秀吉に会った事はありま

せんが、きっと豊臣秀吉も先生のような卓越した

人身掌握術を見につけていたのではなかろうか

と、ついつい歴史上の偉人を想像してしまいまし

た。松山千春さんが先生を応援したくなる理由が

分かったような気がしました。 

 地区大会の本プログラムにつきましては、実は、
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私は裏番組の青少年の集いに参加しておりまし

たので、本プログラムでの様子は分かりませんで

した。  

((有)あいまーる葬祭 代表取締役社長) 

 

 

鴨志田 明人会員（親睦活動委員会 委員） 

職業奉仕とは、「日々の

仕事を通して、社会に貢献

する事」という認識でござ

いますが、私の職業はホテ

ルサービス業なので、お客

様へのサービス ＝
イコール

奉仕

という側面がございます。

料理や飲み物といった“物”や、それらを運ぶ“労

力”の提供から、サービスの技術というような“無

形のもの”の提供まで広くございますが、接客と

いう大きな括りの中でサービス料としての料金

が発生致します。 

ホテルによって異なりますが、お客様からの要望

は出来うる限りお聞きしてサービスを行う。その

対価としてサービス料が発生する。 

奉仕に対して料金が発生するという事が、社会貢

献などの観点からすると少し異質なものと感じ、

「私は職業奉仕をしているのだろうか？」と考え

させられる事もございます。 

以前、障害を持つお子様（生徒）さんの社会復

帰学習の一環として、銚子市役所の福祉課や障害

者福祉支援団体から、職場体験の依頼を頂き、実

施させて頂きました。 

その様な生徒さんを、ホテルで働くスタッフたち

の仲間として、共に数日間を過ごしました。期間

修了１週間後にご本人と先生から感想を頂きま

した。 

その方は自閉症の生徒さんでしたが、「仕事の体

験をして社会に出る勇気が持てました。」と。引

率の先生からも「とても自信が付いたようです。

今後も数回実践を繰り返す事で少しずつ前進し、

社会復帰の計画が明確になりました。」とおっし

ゃって頂き、こちらもこの体験に対して感謝の気

持ちが芽生えました。 

また、日本語の語学学習と接客業の勉強をする為

に、中国の大学からインターンシップの学生を受

入れており、皆一生懸命に勉強しております。（現

在は４名の学生がおります。） 

学生や大学の希望と、ホテル側のニーズが一致し

て成り立っておるところでもあり、この様な事も

職業奉仕と位置付けられるのかどうかは分かり

ませんが、国を超えての貢献にも、少しではあり

ますが一役買っているのではないかと思ってお

ります。（１回の来日で３ヶ月～６ヶ月の期間を

要し、既に４クール目の学生が来日しています。） 

この様に、目に見える形としての社会貢献を今

後も継続し、また、ホテルとしてお客様から頂く

サービス料以上の細かな事に気を配り、満足して

頂けるようにスタッフと共に頑張り、道徳心の向

上に努めてまいります。またスタッフの全てが安

心して働ける職場であるよう、社会貢献の源であ

る職場作りにも配慮を怠らずに進んでまいりた

く存じます。 

（㈱ﾃﾞｰﾍﾞﾛｯﾌﾟﾔﾘﾀｽﾊﾟ&ﾘｿﾞｰﾄ犬吠埼 支配人） 

 

【出席報告】 

会員総数４４名 出席計算４３名 

 出 席：３０名 欠席１３名 出席率 69.77% 

 欠 席：青野君・灰谷君・伊東君・栢尾君 

金島君・越川君・宮内(秀)君・宮内(榮)君 

大里君・大岩君・猿田君・櫻井(公)君・内田君 

 

 

【Ｍ Ｕ】  

2/22：地区大会 100％全員登録  

石毛君・堀米君・金子君・金島君・小林君 

丸山君・宮内(秀)君・宮内(龍)君・宮内(清)君 

大岩君・坂本君・杉山君・信太君・島田君 

佐藤君・高瀬君・髙木君・田中君(参加 18 名) 

 

2/24：銚子東 RC 灰谷君 

 

【ニコニコ】 

 

 
 

３月のロータリーレート

118 円 

 

ニコニコ BOX ￥15,000  計 ￥384,000 

スモールコイン ￥ 2,700 計 ￥ 49,280 

米山 BOX ￥  － 計 ￥ 42,083  

希望の風 ￥ － 計 ￥287,271 

次週のプログラム（３月１１日）  

 

『ちょうしがよくなるちょうし』 

を目指して… 

銚子市地域雇用創造協議会 

サブマネージャー 佐野 明子様 

 

お弁当：桔梗屋（幕の内） 

私の職業奉仕の実践５分間スピーチ 


