
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２８８４号（２０１６年１月２７日発行） 

 

    

THE ROTARY CLUB OF CHOSHI 

創 立 昭和32年３月２３日 

RI承認 昭和32年４月１５日 

会 長 宮 内 龍 雄 

副会長 島 田 洋二郎 

幹 事 佐 藤 直 子 

会 計 金 子 芳 則 

例会日時 毎週水曜 12:30～ 

例会場  銚子商工会館５F大会議室 

事務所  銚子市三軒町19-4 

     銚子商工会館内 

電 話  0479-25-3111(会館) 

     0479-23-0750(専用) 

ファクス 0479-25-8789 

E‐mail  rotary@choshinet.or.jp 

URL http://www.tcs-net.ne.jp/~crc   

2015～2016年度 ＲＩテーマ 

世界へのプレゼントになろう  

Be a gift to the world 

2015〜2016 ＲＩ会長 K．R．ラビンドラン 

 

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 櫻木英一郎 (千葉ＲＣ)  
広報・会報委員会 委員長 上総 泰茂 

副委員長 高瀬 幸雄 委員阿天坊俊明・小田島國博 

 
 

、兒玉 英子  

 

今週のプログラム 

 

銚子・銚子東ＲＣ合同例会 

平成２８年１月２７日（水） 太陽の里 

18:00 登 録（受付）両クラブ親睦委員会 

（進行）小林昭弘 副ＳＡＡ 

18:30 開会点鐘 宮内 龍雄 会長（銚子ＲＣ） 

（銚子 RC通算 2884回、銚子東 RC通算 2127回) 

   国歌君が代 斉唱   

   ロータリーソング「四つのテスト」 

ソングリーダー 坂本 尚史（銚子 RC） 

   お客様紹介 小林昭弘副 SAA（銚子 RC） 

   会長挨拶  宮内 龍雄会長 （銚子 RC） 

    幹事報告  佐藤 直子幹事（銚子 RC）

18:45 卓話者紹介 佐藤 直子幹事（銚子 RC）

18:50 卓  話 

「七代目が語る二宮金次郎 

～ 激 動 の時 代を 生 き抜 く 秘 訣～ 」     

リレイト代表 京都大学博士（教育学）  

中桐 万里子様    

19:50 謝  辞  宮内 龍雄会長（銚子 RC） 

出席報告  両クラブ出席委員長 

19:55 閉会点鐘  宮内 龍雄会長（銚子 RC） 

 

＜懇親会＞ 

（進行）櫻井 公恵親睦委員長（銚子 RC） 

20:00 会長挨拶  藤﨑一成会長  （銚子東 RC） 

   乾   杯   釜谷藤男副会長（銚子東 RC） 

     「手に手つないで」 

21:30 閉会挨拶  島田洋二郎副会長（銚子 RC） 

 

前回例会報告（１月２０日） 

点      鐘：宮内 龍雄会長 

ロータリーソング：それでこそロータリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビジター紹介： 

国際ロータリー第 2790 地区 

職業奉仕委員会 委員長 川原勝壽様（佐原 RC） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。１月もアッと言う間に 

２０日になってしまいました。 

今月は職業奉仕月間であります。職業奉仕はロ

ータリーの奉仕の理想を実践する為の重要な概

念で有ります。ロータリーの目的は、日々の仕

事を通して世の中に貢献するために、奉仕の心

を育て向上させることです。奉仕とは他人のた

めに何かをすること、他人のニーズを充たすこ

会 長 挨 拶 
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とを自己の責務として行なうことです。ロータ

リーの目的は、職

業を通して社会の

いろいろなニーズ

を満たすこと、と

いうことになりま

す。職業奉仕とは、

職業を通して社会

のニーズをほぼ完全な形で満たせるよう努力を

重ねるということです。それによって、自己の

職業の品位と道徳水準を高め、社会から尊重さ

れる存在にすることが出来るのです。  

 ここで大事なことは、ロータリアンは日々の

仕事を通して生きる力の根本である自らの道徳

的能力を高め、それを社会に反映させることを

責務と考えて努力しているということです。す

なわち、ロータリアンは日常の職業活動を通し

て、自分の職場の従業員、取引先の人達やその

関係者、ひいては地域社会の人達の模範となり、

生きる力の根源である道徳的能力を向上させる

ことに努めているのです。このような仕事の仕

方をロータリーでは、職業奉仕と呼んでいます。

皆さんが真のロータリアンであるか否かは、皆

さん自身とその職場が社会の模範となるように

努力することを自己の責務と考えているか否か

にかかっているのです。先日､新入会の高橋会員

が「会社の社長はあまり儲からない」と卓話で

話されていました。私も全く同感であります。

しかし会社の責任者である社長は、会社を存続

させる責任があります。まず従業員の給料を払

い、関係先への支払いなど、全ての経費を支払

ったあと、最後に残った金額が社長の取り分に

なるわけでありますが、今の時代はそんなに甘

いものではないのは皆さん、ご承知だとおもい

ます。職業奉仕を難しく考えることはないと思

います。「最もよく奉仕する者、最も多く報われ

る」この言葉を実践していけば良いとおもいま

す。 

以上で会長挨拶を終わります。 

 

 

 

【週報拝受】成田空港南 RC 

1.地区大会 芸術祭作品出展

のお願い(再送） 

2.地区大会 一般参加公募の

ご案内(再送) 

3.地区大会登録確認について最終のご案内 

4.2016年１月 クラブ請求書についてのお知らせ 

5. 地区大会 決議案文の事前送付 

6. ソウルでの「第 17回ロータリー国際囲碁大会」

のご案内 

7. 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝ RC FAX番号変更のお知らせ 

…以上、ガバナー事務所 

8. 地区委員長推薦のお願い 

…ガバナーエレクト事務所 

9. ハイライトよねやま １９０ 

10. インターネットバンキングを利用した寄付に

ついてのアンケート 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

11. 第２回ｲﾝﾀｰｼﾃｨ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞのご案内 

…第７分区ガバナー補佐黒田幸一様 

12. 創立 25 周年記念式典開催のご案内 

…市川シビックＲＣ 

【例会変更】 

八日市場 RC 

2月 9日(火)→7日(日)地区大会に振替休会 

  16日(火)夜間例会 観梅会点鐘 18時半 浜っ子 

  23日(火)→21日(日)ＩＭに振替休会 

 

千葉科学大学 RAC 

1月 22日(金)休会 

 

 

 

 

 

2016 年２月のロータリーレート 120円 

 

幹 事 報 告 
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◆誕生日おめでとうございます 

 

 

 

 

 

 

 

 

高橋宏資会員(1月 16日) 

 

 

◆創業記念日 

大岩 將道会員(1月 16日) 

宮内 龍雄会長(1月 20日) 

 

 

 

 なし 

 

 

「職業奉仕で、今日も元気に！」 

 

国際ロータリー第 2790 地区 

職業奉仕委員会 委員長 川原勝壽様 

（佐原 RC） 

ロータリーは、

教えてもらうと

ころではなく、自

らのすばらしさ

や、愚かさに気づ

く貴重な場であ

る。それも、友であるロータリアンを通して。

いうならば「生き方を問う場である」（佐藤千壽）。 

 今年度より、1 月が職業奉仕月間になった。 

かつて、職業奉仕は、ロータリー独自のもので

あり、他に例を見ない素晴らしい思想であると

いわれていた。果たしてそうだろうか。 

 高邁な思想をバックにした職業奉仕を、ロー

タリー思想の金看板として床の間に飾り「座学」

にしてしまったことが、日本のロータリアンの

減少傾向に拍車をかけているように思えてなら

ない。 

 いうまでもなく、職業は実業の世界であり、

現実に即した対応が求められる実学の世界であ

る。職業奉仕とは、倫理活動をいうとの見解が

ある。 

しからば、倫理とは何か。和辻哲郎にいわせる

と、「倫理とは、人と人との間柄(関係)にあり、

人間の立ち居振る舞いにある」と。 

 少し見えてきた。私には、他者との間で、相

手の心情を配慮しながら接する姿が、残像とし

て残る。究極は、直接の相手方や周囲の人々に

対して誠実に接することと、言いきって良いよ

うに思う。 

 直接の取引先だけではなく、一般消費者への

誠実、地域や世界への心配りが、職業奉仕の根

幹にあるような気がする。 

 職業奉仕は、商売をしっかり繁盛させること

が前提で、同時に潜在顧客を含む周囲への心配

りも忘れないことでもある。 

 ご自身の心が豊かでなければ、人に善行は施

せない。 

 心豊かな人は、気配りができるし、話したく

なる雰囲気作りが上手い。今必要なのは、会話

や対話を楽しむということではないだろうか。 

 対話は、単なる会話(雑談)と違って、表面に

出す出さないは別にして、相手との価値観の摺

り合わせをしながら談話することをいう(劇作

家・平田オリザ氏)。 

 目を猿山に移してみよう。ボス猿以上に、一

目置かれる老いたメス猿がいる。この猿は、老

若男女(？)を問わず、他の猿への毛づくろいに

精を出している。この毛づくろいのことをグル

ーミングと言うそうだ。 

 脳科学者が、グルーミングをしきりに行う猿

の脳を計測した。グルーミングを重ねれば重ね

るほど、脳が重くなって、成長しているという。 

 ぼけ防止のためにも、人間も、猿に負けずに

グルーミング(対話)をしてみてはどうだろう。 

 ベテランのロータリアンは、入会まもないメ

会員の記念日 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

卓  話 
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ンバーや元気のない会員に、声かけをしてみて

はどうだろう。 

 それが切っ掛けで、元気を取り戻すかも知れ

ない。 

明るい表情が、商売にも好影響を与えるはずで

ある。元気な表情の商店主のところには、人が

寄ってくるはずである。 

 職業奉仕は、明るい表情や楽しい会話に花が

咲く店頭や商談に、答の根っこがあるようであ

る。 

 明日も元気に！ 

 

 

 

 

 

米国サンディエゴで開催中のロータリー国

際協議会で、18 日、ジョン F ジャーム会

長エレクト（米国テネシー州、チャガヌー

ガ・ロータリークラブ所属）が講演し、次

年度のテーマ「人類に奉仕するロータリー」

を発表しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出席報告】 

会員総数４３名 

出席計算４１名 出席３１名  

欠席１０名  出席率 75.61％ 

欠席：青野君・伊東君・栢尾君

越川君･丸山君・宮内(秀)君・白濱君 

杉山君･富永君・高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】 

1/:19 銚子東 RC 杉山君 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

次年度テーマは 

「人類に奉仕するロータリー」会長エレクトが発表           

18-Jan-2016 

米国サンディエゴ

で開催中のロータ

リー国際協議会で、

18 日、ジョン F ジ

ャーム会長エレク

ト（米国テネシー州、チャガヌーガ・ロータリ

ークラブ所属）が講演し、次年度のテーマ「人

類に奉仕するロータリー」を発表しました。 

（ＲＩホームページより） 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 7,000 計 ￥ 371,143 

スモールコイン ￥― 計 ￥  36,278 

米山 BOX ￥ 2,800 計 ￥  37,334 

希望の風 ￥ ―   計 ￥ 204,200 

次週のプログラム（２月３日） 

「故植田 正義会員を偲んで」 

信太秀紀会員・宮内秀章会員 

お弁当：喜多川（ちらし） 

 

https://www.rotary.org/myrotary/ja/news-media/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%BB%E8%A8%98%E4%BA%8B/germ-reveals-rotary-serving-humanity-2016-17-presidential-theme
https://www.rotary.org/myrotary/ja/news-media/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%BB%E8%A8%98%E4%BA%8B/germ-reveals-rotary-serving-humanity-2016-17-presidential-theme

