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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 島 田 洋二郎 

副会長 松 本 恭 一 

幹 事 石 毛   充 

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4階 

電 話  0479-23-0750 

ファクス 0479-25-8789 

E‐mail  rotary@choshinet.or.jp 

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

2016～2017年度 ＲＩテーマ 

人類に奉仕するロータリー 

ROTARY SERVING HUMANITY  

2016〜2017ＲＩ会長 ジョンF.ジャーム 

 

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 青木貞雄 (成田コスモポリタンＲＣ)  

広報・会報委員会 委員長 信太 秀紀 

委  員 金子 芳則  

 
 

、兒玉 英子  

今週のプログラム 

「６０周年記念事業に因んで」 

青野 秀樹 60周年記念実行委員長 

松本 恭一情報整理委員長 

金島  弘記念事業委員長 

佐藤 直子式典委員長 

 

 

前回例会報告（８月２４日） 

点      鐘：島田 洋二郎会長 

ロータリーソング：それでこそロータリー 

四つのテスト唱和 

ビジター紹介： 

地区職業奉仕委員長 中村 俊人様（柏東 RC） 

銚子東 RC 大内 一恭様 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 
 

皆さんこんにちは・・。

先週はお盆で例会は休会

ということでしたが、い

かがお過ごしでしたでし

ょうか・・。 

この間、オリンピック、

そして夏の甲子園高校野

球という大きなスポーツ

イベントが開催されまし

たが、オリンピックへは、旧銚子西校出身の加

藤友里恵さんがトライアスロンで出場という

うれしいニュースも有りましたし、甲子園は銚

子商業とも縁のある栃木の作新学院が二度目

の優勝で幕を閉じました。 

さて、本日は地区職業奉仕委員会・中村委員

長をお招きしております。中村様にはお忙しい

中、本当にありがとうございます。 

ロータリーはもちろんアメリカでできたも

のですが、この職業奉仕という考え方は、日本

には古くからあったということは皆さんもご

承知のことと思います。近江商人の「三方よし」、

二宮尊徳の「報徳思想」、石田梅岩は「石門心

学」の中で「商人は先も立ち、我も立つことを

思うべし」と言っています。 

これらは東洋思想、儒教の中の「五常の徳」

が元となっています。「仁・義・礼・智・信」

の五つの徳で表わしているのが五常の徳ですが、 

仁＞は 人を思う心、大切にする気持ち 

義＞は 人としての正しい道、生き方 

礼＞は 仁を積み、人を敬う心 

智＞は 事を成すにあたって何が良いか、とこ

とん知恵をしぼるということ 

何となく、ロータリーの四つのテストに似てい

るように思いませんか・・。この、四つの徳を

積むことで、すなわち＜信＞、社会から、人々

から信用を得ることができますよ・・簡潔に言

えば、こういうことと理解しています。 

日本のロータリーは世界のそれとは違うと

言う方がいますが、ロータリーの職業奉仕とい

う理論は、日本の風土、宗教、歴史、日本人の
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気質等と相まって、より濃密になってきたと考

えています。 

8 月 3 日に奉仕プロジェクト、財団委員会合

同セミナーが開催され、中村委員長のお話を拝

聴させて頂いたばかりですが、あらためて「私

の職業奉仕への思い」、中村様の卓話を楽しみ

に待ちながら会長挨拶を終わらせて頂きます。 

 

幹 事 報 告 
【活動計画書拝受】 

成田空港南 RC 

【週報拝受】 

波崎 RC、舘山 RC、八日市場 RC、

成田空港南 RC 

1. ﾛｰﾀﾘｰ在団委員会合同ｾﾐﾅｰ

資料お詫びと訂正について 

2. ﾛｰﾀﾘｰ財団 100周年記念ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑのご案内 

3. ロータリークラブ定款正式訳 

4. ﾛｰﾀﾘｰ財団 100周年記念ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑに合わせた

協力金のお願い 

5. ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ委員会からのご案内 9／3交流会へ

のお誘い 

…以上、ガバナー事務所 

6.ロータリーデーＢＢＱ大会のご案内 

7.米山奨学生・カウンセラー米山梅吉記念館訪

問研修旅行のご案内 

…地区米山記念奨学委員会 

8.ハイライトよねやま １９７ 

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

9．会報・写真のお礼 

…2012-13年度 RI会長 田中作次様 

【例会変更】 

小見川ＲＣ 

8月 24日（水）納涼例会の為 

アトンパレスホテル 点鐘 18時半 

鹿島臨海ＲＣ 

9月 16日(金)夜間移動例会 観月会  

鹿島石油知手クラブ点鐘 18時半 

 

 

会員の記念日 

☆誕生日おめでとうございます  

富永泰夏会員（8 月 11 日） 

 

☆入会記念日 

上総泰茂会員（8 月 21 日） 

☆創業記念日 

桜井広和会員（8 月 12 日） 

 

ニコニコＢＯＸ 

✧大ニコニコ島田洋二郎会長 

昨日のボーリング大会お疲

れ様でした。二年連続優勝

おめでとうございます。 

 

 

 

 

✧上総泰茂会員 

昨日の両 RC 親睦スポーツ大

会で思いがけず優勝してし

まいました。まぐれとはいえ

団体優勝に貢献出来てなに

よりです。同伴の皆様、遠山

親睦活動委員長、有難うござ

いました。 

 

✧島田会長・高橋宏資会員・宮内(龍)会員 

櫻井公恵会員 

 

楽しかったボーリン

グ大会ニコニコで

す！ 

 

 

✧遠山靖士親睦活動委員長 

ボーリング大会ご協力ありが

とうございました。 

 

 

 

 

 

✧佐藤直子職業奉仕委員長 

本日は、憧れの！地区職業奉

仕委員長中村俊人様をお招き

することが出来て、大変嬉し

く思います。卓話を楽しみに

しております。宜しくお願い

致します。 
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卓  話 

「私の職業奉仕への思い」 

国際ロータリー第 2790 地区 

職業奉仕委員会 委員長 中村 俊人様 

 皆様こんにちは。

私は今年度地区職業

奉仕委員長の役を仰

せつかりました、柏

東ロータリークラブ

の中村と申します。

本日は銚子ロータリ

ークラブ様へ卓話者

としてお招き戴きま

して感謝申し上げます。 

２月にも国際奉仕活動の一環としてスリラン

カのサジーワニーさんと共に銚子 RC さんへ訪

問させて頂きました。本日はその奉仕プロジェ

クトとしての職業奉仕について卓話をさせて

頂きたいと思います。                

皆様は、「ロータリーでいう職業奉仕」につい

て如何お考えでしょうか？ 

今年の規定審議会において、職業分類が大きく

緩和されましたね。  

しかし、ロータリアンの職業奉仕に付いては 

なんら変わりはありません。 

2016 年度のロータリー規定審議会では、職業

分類も緩和され、多くの経験者や地域の奉仕活

動をされている方も、ロータリークラブへの入

会に対し門戸が広がりました。今回の改定によ

り、ロータリークラブの会員身分をクラブ独自

で決定できるようになりました。 

ロータリーの職業奉仕は、ロータリアンとして

の理念であり、その他の委員会と違い、何かの

活動をして、形や結果として特別現れるもので

はないと考えます。  

職業奉仕は日頃の日常を通じて行うことで、特

別その時だけするという事ではない筈です。 

職業奉仕という考え方では、他の多くの奉仕団

体には無い、ロータリー特有の主義主張で、ロ

ータリーの金看板だといわれていますが、私も

同じ思いをもっています。 

ロータリアンたるところの職業奉仕という考

え方だと言われていますね。 

他の奉仕団体と違い、私達ロータリーのように、

はっきりと自身の職業を通じて奉仕すること

を掲げて活動している団体は無いと思います。  

ロータリーの行動規範の中にも明記されてい

ます。 

・自分の職業のスキルを生かして、若い人々を

導き、特別なニーズを抱える人々を助け、    

地域主会や世界中の人々の生活の質を高める  

このように、地域の若者に対し、職業への意識

を高める活動も大切な役割であり、また職業を

通じての奉仕とは何かを伝える事も大切であ

ると思っています。 

職業奉仕と社会奉仕は隣りあわせとなってい

ることです。とても繋がりがありますね。 

「職業を通じて社会に奉仕する事が、ロータリ

アンの職業奉仕」であって、仕事をすることが

職業奉仕ではないですね。 

「ロータリーでいう職業奉仕」とは、自分の職

業に「誇り」と「愛情」を持って最大級の努力

をし、単なる金儲けではなく、ロータリーで言

う奉仕の精神で地域や社会生活に関連して、ど

れだけ重要性を持っているかという「誇り」で

あると思います。  

自身の仕事を通じて奉仕活動をおこなった中

で「受益者」は誰なのか。 

地域の皆様が、又は誰かが受益者となるのであ

れば、それは社会奉仕であり、仕事を通じて奉

仕活動をし、そこで得た信用や信頼をロータリ

アン自身が得たならばそれは職業奉仕ですね。 

自分の職業に誇りを持つ事、自分の職業に責任

を持つ事がとても大切だと思います。 

誇りには責任を持たないとなりません。でも、

誇りや責任ばかりでは事業を営む上では発展

はしません。そこに「事業経営の努力」が必要

だという事は言うまでもありません。 

職業奉仕にはいろいろな取り組み方があり

ますが基本は一つです。 

「ロータリアンは、職業を通じて社会へ貢献し

なければならない」という事です。 

よく、「職業奉仕は難しい」とか「職業奉仕は

わからない」という方がおられますが、決して

難しくも解からないものでもありません。 

「自分のやっている事を一生懸命、正しくやる」

ということです。 

職業奉仕については、 

「ロータリーの綱領」が「ロータリーの目的」

に変わりました。また行動規範も再改定されま

した。 

皆様のクラブの中で職業奉仕に付いて語って

いますか？  

食事の時や、ロータリアン同士で是非話してみ

てください。ロータリーの原点である「職業奉

仕」を理解し、他の団体と違う、ロータリーの

仲間全員が「ロータリークラブに入ってよかっ

た」と思って頂けるようなクラブを作りましょ

う。 
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この良い機会が例会の食事の時やまた、ファイ

ヤーサイドミーティングなどの時間を作って

の仲間交流ではないかと思います。 

このような職業奉仕について、クラブの職業委

員長さん 自らクラブ内で話してみて頂けたら  

嬉しく思います。人前で話すのは決して易しい

ものではありませんが、是非 各クラブ会員の

皆様へお願いをしたいと思います。どうぞ宜し

くお願いを致します。 

 

 

ポールハリスフェロー表彰 

 

 

 

 

 

 

マルチ 4 回目 

大岩將道会員 

 

 
 

入 会 式 

副島 賢治会員 
事業所： 

NTT 東日本銚子営業支店  

支店長 

職業分類：電話事業 

所属委員会： 

親睦活動委員会 

ｶｳﾝｾﾗｰ：宮内龍雄会員 

 

 

銚子・銚子東 RC合同スポーツ大会 

8月 23日（火）18時～銚子ボウルにて開催。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加：銚子 RC13名・銚子東 RC14名  

RAC 2 名・米山奨学生 1名 

懇親会：甚作  ＝成績発表＝ 

 

 

 

 
千葉科学大学ＲＡＣ福留会員も 

みごと入賞！ 

 

【出席報告】 

会員総数４０名 

出席計算３７名 

出  席２６名 欠席１１名 出席率 70.27% 

欠  席：青野君・伊東君・木曽君・越川君 

丸山君・大里君・坂本君・櫻井(公)君 

信太君・富永君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】 

8/20 近県野球大会(5名) 

石毛君・金子君・金島君・島田君・田中君 

（※悪天候のため中止となりました） 

8/23 両クラブ合同スポーツ大会（13名） 

青野君・石毛君・金島君・上総君・小林君 

松本君・宮内(龍)君・宮﨑君・櫻井(公)君 

島田君・高橋宏明君・高瀬君・遠山君 

8/25分区会長幹事会 石毛君・島田君 

8/25 岡山後楽園ＲＣ 坂本君 

8/27米山委員長ｾﾐﾅｰ  大里君・島田君・髙木君 

8/27 地区ＲＡ     小林君・丸山君 

 

【ニコニコ】 

 

ニコニコ BOX ￥ 23,000 計 ￥ 112,000 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥   7,251 

米山 BOX ￥  2,500 計 ￥   8,660  

希望の風 ￥ ― 計 ￥  51,100 

次週のプログラム（９月７日） 

「ロータリーの友月間に因んで」 

宮内龍雄クラブ情報委員長 

お弁当：大新（幕の内） 

団 

体 

優 

勝 
 

個
人
優
勝 

上
総
泰
茂
会
員 


