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国際ロータリー第2790地区 

銚子ロータリークラブ会報 
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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 

 

「お花見移動例会」 

  

猿田神社 北側駐車場 

ロータリー憩いの森 

 

 

前回例会報告（４月１日） 

点      鐘：信太 秀紀会長 

国歌「君が代」斉唱 

ロータリーソング：「奉仕の理想」 

ビジター紹介：なし 

 

 

 

「プラス思考」 

みなさん、こんにちは！私たちは奉仕の理想に

燃えるロータリアンとして、また地域のリーダ

ーとして、さらには経営者として、落ち込んで

いる時間などありません。落ち込むどころかど

んな時も自らを奮い立たせていかなければな

らないの

です。常に

「プラス

思考」でい

ることは、

トップと

して重要

な資質で

す。このプラス思考のできる最高のモデルは

「ルパン三世」であります。ご覧になった方も

多いと思いますが「ルパン三世カリオストロの

城」というアニメ映画は、アルセーヌルパンの

三代目ルパン三世とその仲間、拳銃の達人次元

大介、そして１３代目石川五右衛門らがおりな

す冒険活劇です。 

 この映画は「もののけ姫」「千と千尋の神隠

し」などで世界的に有名な宮崎駿氏の第１回監

督作品なのであります。すばらしいのは、まず、

色彩が美しい。そして２時間の上映中、ピンチ

に次ぐピンチの連続なのですが、その絶体絶命

の大ピンチの時にルパン三世が必ず言うセリ

フがあります。それは「次元、ますます、面白

くなってきたぜえ～。」であります。ルパン三

世が人気があるのは、どんなに最悪の状況でも

常に笑顔で、前向きだからでしょう。 

私たちの「人生」や「会社経営」も、たとえど

んな困難状況に陥ったとしても「ますます、面

白くなってきたぜ～。」という気持ちで取り組

みたいものです。 

本例会が 皆様にとりまして有意義であり、品

会 長 挨 拶 
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格ある例会でありますことを心よりお祈り申

し上げまして、会長挨拶といたします。 

 

第１０回理事会 

第１号議案 ４月５月６月プログラムの件 

…承認 

第２号議案 地区大会決算案の件 …承認 

第３号議案 地区研修協議会の件 …承認 

第４号議案 親睦旅行の件    …承認 

第５号議案 出前教室の件    …承認 

第６号議案 地区補助金申請の件  

…承認 次年度は申請しない 

第７号議案 I・Ｍ決算報告の件 …承認 

第 8号議案 新入会員ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝの件 

  …承認  
 

 

【週報拝受】銚子東ＲＣ 

1. 2015年 4月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ１㌦＝１１８円 

2. 国際大会委任状について 

3. 財団室ニュース 4月号 

4. RLIパートⅡ開催の再ご案内 

5. ニュースレター第 5号（2015年 4月号） 

6. 船橋西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ例会場変更のお知らせ 

…ガバナー事務所 

7. 賛助会ご入会のご案内・館報 2015春 vol．25 

…公益財団法人米山梅吉記念館 

8. ちば里山新聞第 43号拝受    

…NPO法人ちば里山センター 

【例会変更】 

旭ＲＣ 

４月２４日(金)夜間移動例会 黄鶴 点鐘６時半 

 

 
 

☆ 誕生日記念日  

 

伊東正博会員(3 月 26 日) 

43 歳になりました。 

お祝い本当に有難うございます。 

 

 
 

 

 

青野秀樹会員(3 月 30 日） 

62 歳になりました。 

バイク生活をエンジョイして 

います。怪我の無いよう注意し

ていきます。 

 
 

☆結婚記念日：坂本尚史会員(3 月 27 日) 

：高瀬幸雄会員(3 月 29 日） 

 

☆創業記念日：青野秀樹会員(3 月 30 日） 

      ：櫻井公恵会員(3 月 30 日） 

      ：大里忠弘会員(3 月 31 日) 

      ：坂本尚史会員(4 月 1 日) 

      ：内田修心会員(4 月 1 日) 

      ：白濱龍興会員(4 月) 

 

なし 

 

 

 

「ロータリー雑誌月間に因んで」 

  

 大里 忠弘会員（クラブ情報委員長） 

皆さんご存知のようにロータリアンには三つの義務

があります。例会出席義務、会費納入義務、雑誌購

読義務です。現在では我々にとって雑誌とは、the 

rotarianか「ロータリーの友」になるかと思います。 

もちろん世界中のロータリーにその地域の雑誌があり

ます。ロータリーがクラブの会員に情報を提供するた

めに雑誌の発行を決めたのは１９１１年のことでした。

初代RI事務総長チェスリーペリーにより創刊され、そ

の名はthe national rotarian僅か１２ページの冊子で

した。そこにはクラブニュースや論説とともにポールハ

リスのエッセイ「合理的ロータリアニズム」が掲載され

ていました。ポールハリスは、次のように書いています。

the national rotarianの主な目的は世界中のロータリ

アンたちのアイデアを交換するための手段を提供す

ることであって、幹部たちに自らの見解を表明する機

会を与えるものではない。是非きいてもらいたいと奮

闘している、力強いロータリアンたちのアイディアで混

み合う日が来ることを期待している、と述べています。 

 この雑誌は現在the rotarianとしてアメリカイリノイ州

エヴァンストンにあるRI世界本部で発行されている英

語の公式雑誌で、約10万部発行されています。また

世界の各国で３１の地域雑誌が25ヶ国語で発行され、

その部数は約78万部にもなっています。これらthe 

幹 事 報 告 

会 員 の 記 念 日 

 

ニコニコ BOX 

卓  話 

理 事 会 報 告 
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rotarianと地域雑誌を合わせた32の雑誌を総称して

ロータリーワールドマガジンプレスと呼ばれています。 

世界で最初の地域雑誌はthe national rotarianの発

行から間もない1915年にイギリス、アイルランドで創

刊され、その後1920年代になりオーストラリアでrotary 

down underの前身である地域雑誌が出されました。 

rotary down underは、後に地域雑誌が一定の基準を

満たし、RI理事会で承認されればその地位が約束さ

れる、という制度を作るのに尽力し、このオーストラリ

アの雑誌はRIから最初に承認されることになりました。 

また、1920年から30年代にはヨーロッパでいくつかの

地域雑誌が創刊されましたが、第二次世界大戦のた

め休刊を余儀なくされています。長い年月をかけ、い

くつかの壁を乗り越え、ロータリーワールドマガジンプ

レスは発展してきました。地域雑誌はRI本部によって

始められたのではなく、それぞれの国のロータリアン

によって始められたのです。地域雑誌はその地域情

報を交えつつRIからの情報も提供しているロータリー

情報の宝庫で、その多くは発行されている国の言葉

で書かれています。初期の頃は、このような出版物を

管理したり保護したりする規則などありませんでした。

それどころか地域雑誌はthe rotarianのライバル誌と

さえ思われていたのです。しかし地域雑誌を公式に

認めようという考えは徐々に広がり、地域雑誌に関す

る規則やガイドラインがつくられました。1970年代の

半ばに当時オーストラリア、ニュージーランド、オセア

ニアで発行されていたrotary down underの編集長で

あるポールヘンニングハム氏によって｛RIに承認規定

された公式地域雑誌を｝というキャンペーンが始めら

れました。1977年の規定審議会において、各ロータリ

ーの会員は、公式雑誌the rotarianか、規定されたロ

ータリーの地域雑誌のいずれかを購読すればよいと

いうことが、採択されました。この決定がなされるまで

は、ロータリアンが、地域雑誌を購読するという選択

肢はなく、the rotarianか、当時世界本部で発行され

ていたスペイン語のレビスタロータリアの購読を義務

ずけるものでした。もちろん、日本のロータリアンもこ

れらの雑誌のどちらかを購読しなければなりませんで

した。「ロータリーの友」が、公式地域雑誌としてRIか

ら承認されたのは、1980年7月号からです。 

現在は公式という言葉がとれて（ロータリー地域雑誌）

とよばれています。地域雑誌の条件はいろいろありま

すが、２地区もしくは２か国以上の地域を対象に発行

されなければならない年４回以上発行されなければ

ならない、RIの方針に合致していなければならない、

RIに財政的な負担をかけず経営しなければならない、

などの条件を満たすことが求められています。また2

年に一度、すべての地域雑誌の編集長は、地域雑

誌編集長セミナーに出席を義務付けられており、RI

から各編集長に方向性や指針が与えられます。かつ

て、セミナーはイリノイ州エバンストンで行われていま

したが、今では、編集長たちの視察も兼ね、大会の

プロモーションも加わるようになり、国際大会の次期

開催地で行なわることが、通例となっています。 

 現在では、the rotarianと地域雑誌は、互いに協力

し合い、各国のロータリー活動に関する情報交換ば

かりでなく、編集印刷に関する専門知識についても

意見交換しあっています。ロータリーワールドマガジ

ンプレスの雑誌には、7月号の表紙にRI会長の写真

を載せることが義務付けられています。2008年11月

号からはグローバルアウトルックがスタートしました。

テーマごとに、RIが強調する活動に関する世界の状

況などを特集して、世界中のロータリアンに基礎的な

情報を伝えようとするものです。これまでに、ポリオ撲

滅、識字率向上などといったテーマが取り上げられて

います。毎月the rotarianに掲載される会長メッセー

ジやエバンストン便り、RIテーマを広めるための特集

やRI国際大会などの記事や写真は、各地域雑誌の

編集部に送られます。これらの出版物はRIのメッセー

ジを知らせると同時に各雑誌が個々の独立性、お国

柄、編集などを加えることができます。 

 現在では 、Eメールでthe rotarianの原稿が各雑誌

の発行所に配信されるようになり、そしてthe rotarian

と各地域雑誌編集長、また編集長同士が、時差を気

にすることなく、E メールで簡単に情報や意見の交

換ができるようになっています。 

 地域雑誌の編集長たちは、プロのジャーナリストで

あろうと、ボランティアであろうと、パストガバナーであ

ろうと新会員であろうと、ロータリーの奉仕の理想に対

する強い献身という共通の糸でつながり日々の活動

をおこなっています。ぜひ皆さんも購読義務を果たし

てください。ここで先に触れました、RI本部にて最初

に発行された、the national rotarianに載っていたポ

ールハリスのエッセイ、「合理的ロータリアニズム」をご

紹介いたします。冒頭、ポールハリスは、もし、神の摂

理によって、私がどこかのコロシアムの舞台に立たさ

れて、皆さんと向かい合い、 瞬時のためらいも許さ

れず、あらんかぎりの声で何か一言、言えと告げられ

たら"寛容"と大声で 叫ぶでありましょう。 もし私たち

のこのロータリーが、つかの問の存在以上のものたる

べく運命づけられているとすれば、それは皆さん方そ

して私たちがお互いの欠点を我慢し合う、すなわち

寛容の価値の何たるかを学び知ったからであると言

えましょう。 ロータリーというクラブ組織は、歴史に全

くその先例を見ないものです。 羅針盤の発明される

ずっと以前、危険な未知の海洋を星を頼りに安全に

航海した人々のように、 今日、ロータリーの先駆者た

ちは、遠い昔から人問の生活を支配してきた不文律

を守りながら、 ロータリーというこの船の舵を取って、

危険と未知そして困難の渦巻くこの世の中を、たくみ

に導いてきました。今後、私たちのこの船が理性的な

寛容、そして他人の信念に対する人問的思いやりと

いう安全コースから、逸れることのないように祈ろうで

はありませんか。「皆さんの理解しているロータリーの
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哲学とはどんなものでしょうか」私は多数の人々の手

が挙げられるのを心眼で見ることができます。そして

また私は、各自のとっさの意見の表現という形では、

正確な結論に到達することは望めないということを悟

るでしょう。ポールハリスは代表的な答えを４人の意

見として、書いています。それぞれの詳しい内容は、

割愛しますがロータリーとは、道徳を重んじ、利益の

追求は危険とするA氏、いつも物事を割り切って考え、

利益追求も結構とするB氏、何事にも現実的に対応

し、商売上好都合とするC氏、そして最後に公共心に

富み常識豊で、より大きな見解と称しD氏の意見とし

て、考察を行っています。当初のロータリークラブは、

現在とは違い、クラブの仲間同士の職業上の取引が

横行していたようで、それを目的に入会する会員も少

なくなかったようです。最後にポールハリスは、この討

論の結末をつけるための論評をするという形で意見

を述べています。 

(1)ロータリーに商売を持ち込んではならないと主張

する A 氏と同じ考えの人。 

(2)商売こそロータリーのすべてであると信ずる C 氏

と同意見の人。 

(3)ロータリーとは、公共的活動および親睦を商売と

合理的に混ぜ合わせたものであるとする D 氏と同じ

考えの人、真のロータリアン哲学として受け入れられ、

ロータリアンにも、また、ロータリアンでない人々にも

同じように理解され、尊敬される見解は、この 3つの

うちのどれか 1つ、またはそれに近いところにあるは

ずです。ロータリーに秘密会合があってはなりません。

もしロータリアニズムが、全国民を陪審員とする審理

において、いささかでも悪びれるところがあるとすれ

ば、それはロータリーに合理性の欠けているところが

あるからであり、早速改められなければなりません。

限度ある人問の身では、完全なる英知ということは望

めません。しかし、生きるということは進歩するというこ

とであり、進歩がやんだときは、すなわち死が訪れる

のであります。どのような教義、どのような主義といえ

ども批判される運命をもっています。しかし、合理的

な批判であれば、それに耳を傾けてそれから何物か

を得ることが英知であると言えましょう。 

もし万一、ロータリーが世の指弾を受けるようなことに

なった場合には、意味のないことを大声で叫ぶより、

相手を信じさせるよう筋道を立てて説明しようではあり

ませんか。人を裁きたがるのが、人問の性でもありま

せん。かつて、マーチン・ルーテルは教会から裁かれ

ました。しかし後年、この立場が逆転し、裁かれた者

が裁いた者を裁くことになったことをご存じでしようか。

もし、私たちがロータリーを可能な限り高い水準に置

いて、そしてそこにとどめておくならば、たとえ私たち

が裁きの庭に引き出されたときでも、証人を得るのに

苦労するようなことはないでしょう。 

このように考えるとき、皆さんのそして私の双肩には

重大な責任がかかっています。しばし沈黙して、初め

に書いたあの独白"寛容"の一語に耳を澄ましてみよ

うではありませんか。それからまず、真剣に自ら反省

し、それを表現してみようではありませんか。 

ロータリーは巨大にして強力な機構です。もし野放し

にされるなら、それは全人類の脅威とさえなるかもし

れません。しかし、適正に導かれたなら、それは私た

ちが恥じるには及ばぬ、人間味のある機構となるでし

ょう。ロータリーのもつ偉大な力を知るとき、人はある

種の大きな誘惑にかられます。しかし、それを克服す

るとき、もっとも永続する満足感が訪れるでしょう。さて

皆さん、皆さんはこの討論で展開された見解のいず

れを取られるでしょうか。と結んでいます。 

（銚子通運株式会社 取締役社長） 

 

【出席報告】 

会員総数４４名 出席計算４２名 

 出 席：３４名 欠席８名 出席率 80.95% 

 欠 席：伊東君・鴨志田君・栢尾君・越川君 

宮内榮君・高瀬君・内田君・富永君 

【Ｍ Ｕ】  

3/28：ＰＥＴS  宮内（龍）君 

3/29：ＲＡＣラクション３ 丸山君・島田君 

【ニコニコ】 

 

↑ 

中央みどり公園の桜 （大岩將道会員提供） 

ニコニコ BOX ￥11,000  計 ￥443,000 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 54,931 

米山 BOX ￥ 2,900 計 ￥ 51,433  

希望の風 ￥32,000 計 ￥350,371 

次週のプログラム（４月１５日）  

私の趣味「 狩 猟 」 

伊東 功 様 

 

お弁当：大新（幕の内） 


