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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 

年次総会 

「規定審議会の決定を受けての定款について」 

 高橋 宏資会員 

 

前回例会報告（１１月３０日） 

点      鐘：島田 洋二郎会長   

ロータリーソング：四つのテスト 

四つのテスト唱和   

ビジター紹介 

地区ロータリー研修委員会 

副委員長 諸岡 靖彦様 

（成田ＲＣ） 

 

 

 

会長挨拶 
11月も今日で終わり

となります。明日から

師走、いよいよ今年も

押し詰まってまいりま

した。 

先週の土曜日、26日

に開催された「ロータ

リー情報研究会」、参加

頂いた皆様にはお疲れ

様でした。地区の皆様

を合わせて約 70 名の参加の研修会でしたが、

本日卓話でお越しの地区ロータリー研修委員

会・副委員長の諸岡様のお話の後、7 テーブル

でのディスカッションを 35 分ごとの 2 回行い

ました。その中で宮内龍雄直前会長には DL の

資格をおもちということで、テーブルリーダー

として “ ファシリテーター ”をされました。

この、ファシリテーターと言うのは、会議にお

いての進行役で、会議の中で自分の意見を述べ

たり、自ら意思決定をすることは有りません。

あくまでも客観的な立場から適切なサポート

を行ない、参加者に主体性をもたせて発言を促

す調整役の仕事です。宮内直前会長には体調も

万全ではない中、本当にお疲れ様でした。あり

がとうございました。 

そして諸岡様には、先週の八日市場に続いて

銚子ロータリークラブへお越し頂き、御礼申し

上げます。諸岡様は成田の銘菓、「米屋」の社

長をされていた方で、現在は CEOというお立場

です。本年度は地区の「ロータリー研修委員会」

の副委員長という役職で活躍をされています。

また、すでにご案内の通り、諸岡様は「ガバナ

ーノミニー・デジクネート」でもいらっしゃい

ます。前にも一度触れましたが、ガバナーノミ

ニー・デジクネートは、ガバナーに就任する 2

年以上、3 年以内に選出されることとなってい

て、ガバナーに就任する 2年前の 7月 1日にガ

バナーノミニーとなります。 

諸岡様が所属をされる成田ロータリークラ

ブは 1961年、地区内では 13番目に創立された

クラブです。会員数は 60 名を超える地区内で

も有数のクラブで、地区が DLPを採用したのち

に、真っ先に CLP を取り入れて、クラブ組織を

変更したクラブでもあります。クラブの細則に

も C.L.P（Club Leadership Plan）について加
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えられていて・・ 

※ CLPとは・・奉仕の第二世紀において、ロー

タリーが安定・成長・成功を遂げるため、ロー

タリーの網領を追求するに当たり、手続きの標

準化と諸活動の方向付けを行う管理的枠組み

である。・・と、そこに記されています。 

いち早くクラブの組織を変えた成田ロータ

リークラブですが、ロータリーの理念を十分に

理解したうえでのことで、職業奉仕を大切にし

ている伝統ある、素晴らしいクラブであること

を皆さんにお伝えしておきます。 

私ども銚子ロータリークラブとしては、本年

度も 5 大奉仕を中心とした組織としています。

これは CLPを取り入れていないということでは

無く、CLP というのは、あくまでも効果的なク

ラブになるための手段であって、組織を変える

ことが目的ではないこと、5 大奉仕でも国際ロ

ータリーの方針、地区の方針にも十分対応でき

ると考えていること、そして、「職業奉仕」を

奉仕プロジェクトの中に入れることが現段階

で正しいとは理解できなかったことから、5 大

奉仕のままとさせて頂きました。 

本年度の白鳥政孝研修リーダーは、「先人の

ロータリアンが創り上げてきた＝ロータリー

は思想である＝ことを強く意識したい、ロータ

リーの理念である〈 超我の奉仕 〉、〈 4つのテ

スト 〉においても然りです」と言われていま

す。 

近年、ロータリーはローター財団と歩調を合

わせて、奉仕の団体へと舵を切ったと思います。

銚子ロータリークラブは国際ロータリーの構

成員ですので、国際ロータリーの方針をキチッ

ト受けとめることは何よりも大切です。それを

ふまえた上で、銚子ロータリークラブの諸先輩

方が築き上げてこられた歴史、そして、「ロー

タリーは思想である」ことを忘れてはいけない

と考えます。 

最後に、先週 23 日は勤労感謝の日の祝日と

いうことで例会はお休み、2 週間ぶりの例会と

なりました。今日出掛けに、銚子の名刹“ 淨

国寺 ”から頂いたカレンダーをふと見ました

ら、「不足を数えず、感謝に生きる」と書かれ

ていました。“ 不足を数えず ”とは、あれこ

れ愚痴を言わない、と解釈しています。毎日を

無事に仕事ができること、そして銚子ロータリ

ークラブの会員でいられることに感謝申し上

げ、会長挨拶とさせて頂きます。 

 

 

幹 事 報 告 
【週報拝受】成田空港南ＲＣ、小見川ＲＣ 

1. 公共イメージ向上協力金への御礼 

2. R 財団 100 周年シンポプログラム・注意事項

配信願い 

3. 2016年 12月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ １ドル＝106 円 

4. 財団室 NEWS12月号 

5. 2016 学年度米山記念奨学生及びｶｳﾝｾﾗｰ新年

懇談会のご案内 

…以上、ガバナー事務所 

6. 2017-18地区委員出向のお願い 

…ガバナエーエレクト事務所 

7. 平成 28年冬の交通安全運動実施要綱 

…銚子市交通安全都市推進協議会 

【例会変更】 

小見川 RC 

12月 21日(水)忘年家族会 割烹旅館丸山  

点鐘 18時半 

   28日(水)定款第 8条第 1節(c）により休会 

鹿島臨海ＲＣ 

12月 23日・30日(金)定款 8条第 1節により休会 

成田空港南 RC 

12 月 15 日(木)移動例会クリスマスファミリー会

点鐘 17時半 横浜 

   22日(木)休会（23日天皇誕生日） 

   29日(木)休会 

旭 RC 

12月 16日(金)夜間例会クリスマス家族会 

点鐘 18時半 

   23日(金)休会（天皇誕生日） 

   30日(金)休会（定款第 8条第1節 Cにより） 

佐原 RC 

12月 15日(木)忘年夜間例会 麻生屋本店にて 

18 時半 

  29日(木)定款第 8条第 1節(C）により休会 

会員の記念日 
☆お誕生日おめでとうございます。 

越川 信一会員(11月 19日) 

宮内 清次会員(11月 20日) 

お祝いありがとうございまし

た。79 歳になりました。入会

32 年になります。5 年後の 11

月 20 日はちょうど例会日にあ

たります。それまで‘ロータリ

ーを楽しみたい’もう一人の自

分がいます。どうぞよろしくお

願いします。 

 

☆結婚記念日   

伊東 正博会員(11月 17日） 

石毛  充会員(11月 22日） 

宮内 龍雄会員(11月 30日） 
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ニコニコＢＯＸ 

✧金島 弘会員 

先週京都競馬場に行ってＪＲ

Ａ１０場完全制覇しました。結

果は惨敗でした。 

 

 

 

✧高瀬 幸雄例会運営委員長   

先週、例会出席率８０％以上

が達成できました。 

皆様のご協力に感謝。 

 

 

 

 

卓  話 

「私の職業奉仕観、 

そしてロータリーの研修（RLI）について」 

地区ロータリー研修委員会  

副委員長 諸岡 靖彦様（成田ＲＣ） 

 本日は伝統ある銚

子ロータリークラブ

に御招きいただき、

ありがとうございま

す。 

 ロータリーは人間

修行の道場であり、

自分磨きの場である

と言われています。

私にも、ようやくそれが解かるようになりまし

た。地区へ出ることで、クラブを超えた新しい

出会いが広がりました。人物の気質、器量、気

性、人品の多様な相が見えてきます。個人とし

て立派な人、チームや団体で動くことは下手な

人、マイペースでグイグイやる人…まことにロ

ータリーは人間学を実地で学べる、素晴らしい

道場であります。 

 人間を取り巻く諸要素の中には、時代ととも

に進歩し、進化してゆくものと、時代が変わっ

てもほとんど進歩しないものとがあります。医

学、ロボット、交通通信手段等は時代とともに

進歩していますが、人間の感情や人情の機微の

ようなものは、たとえば男女の愛、親子や兄弟

の情とか、勇気、奉仕、美的センスなどは一人

ひとりの知恵とか生き方の賜物で、時代が変わ

っても本質的な進歩や進化はありません。一人

ひとりが身に着けても次の世代に引継ぎでき

るものではないからです。一代限りで身に着け

るものですから、本能の赴くままにならないよ

う自分を律し、『利己心を抑える』ことは生ま

れた限り一人ひとりが学ばなければならない

ことです。ロータリーでは職業が違う、それも

皆一国一城の主ばかりで、その多くが地域に重

きを成している地位にある人々の社会交流の

場で、多様な人間交流が出来る場であり、そこ

で切磋琢磨してお互いの縁を交わすことが修

行の意義であろうと思うのです。これが毎週集

うロータリーの第一の妙ではないかと思うの

です。 

 職業奉仕（vocational service）とは米国プ

ロテスタントの信仰生活から生まれた思想で、

自分の生業は神に忠誠を尽くすことによって

成功に至る、そしてそれが神に認められたこと

の証となり、それが神から賜った天職となる、

というのが新大陸アメリカに渡った新教徒の

職業観です。「あなたの職業を通じて他人を助

けること」これが私の聞いた言葉の中では一番

ぴったり来る職業奉仕の定義です。私の父は成

田クラブのチャーターメンバーでしたが、ロー

タリー＝職業奉仕と考えて、一途にこれを求め

ておりました。私も自分の職業を通じて他の

人々に尽くせることを幸せと思えるようにな

りました。 

 私たちが事業として考える職業には大きく

分けて利潤動機の強いビジネス系のものと、専

門職能の発揮を優先させる専門職業系

（profession）のものとがあります。私が医師

である先輩ロータリアンから伺ったお話の中

で F.ナイチンゲールの言葉に珠玉の職業奉仕

の本質と、その職業に従事する専門職業人の姿

勢を見出しました。「私たち看護する者にとっ

て、看護とは年ごと、月ごと、週ごとに＜進歩

＞しつづけていない限り＜退歩＞している、そ

ういうものなのです」。看護という言葉を私た

ちの職業や、あるいはロータリーの奉仕のあり

方に置き換えてみても、そのメッセージの確か

さは明らかです。「私は今や完全な、そして熟

練した看護婦であって、学ぶべきことはすべて

学び終えたと思っている女性は＜看護婦とは

何か＞を全く理解していない人であり、また＜

これからも＞絶対に理解することはないでし

ょう。彼女はすでに退歩してしまっているので

す」。「ひとつの組織体にとって最も肝心なこと

は、その中の誰もが他者の仕事を妨げないで、

他人の仕事を助けながら、自己の仕事を遂行す

ることなのです」というメッセージ。ナイチン

ゲールの死ぬまで学ぶという精神は、「ベッド

の上で療養しているときには、自分を看護して
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くれる若い看護婦から学ぶ」これらのメッセー

ジには、強い衝撃を覚えました。 

 お医者様のように社会性の高い専門職業と

は別に、利潤動機が直接的なビジネスの分野で

さえ、昨今は世の為、人の為という公益性を考

えなければやってゆけません。私の祖父諸岡長

蔵が明治 32 年に栗羊羹で商売を開始して、今

日まで続いてきているのは私的な利潤動機を、

お客様、御取引先、地域社会、同業者にまたが

る公益性(世のため、人のため)に心をくだいて

展開してきたからにほかなりません。business

で永続を図ろうとするには利己的な採算と公

益的もしくは利他的な立場を調和させる【強い

決意】が必要です。それがロータリーの職業倫

理（決議２３－２４、4 つのテスト、ﾛｰﾀﾘｱﾝの

行動規範）です。 

 今年度私はガバナーﾉﾐﾆｰ・デジグネイトに指

名されました。成田クラブがＣＬＰ (Club 

Leadership Plan)を採用して活性化したように、

ＲＬＩを２７９０地区に普及させて、地区ロー

タリーの活動が少しでも光り輝くものになる

ように念願しております。 

 

ポールハリスフェロー表彰 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

島田洋二郎会長(マルチ 3回目） 

上総 泰茂会員(マルチ 2回目) 

石毛  充幹事(マルチ 1回目) 

 

委員会報告 

金島 弘社会奉仕委員長 

平成28年 冬の交通安全運動にご

参加ください  

出動式及び街頭キャンペーン  

日時：１２月８日（木）午後６時

～午後７時  

場所：銚子市役所市民プラザ（出

動式）～ 銚子駅周辺（街頭キャンペーン）  

集合：５時５０分（市役所市民プラザ）  

薄暮時街頭監視  

日時：１２月１９日（月）午後４時～５時  

場所：銚子大橋交差点  

※参加者はメークアップの対象となります。 

第7分区ロータリー情報研修会 

『ロータリーを語り、元気なクラ

ブにしよう！』をテーマに 11 月 26

日(土)匝瑳市公民館で開催されま

した。 

【出席報告】 
会員総数４２名 

出席計算４０名 

出  席３１名 欠席９名 出席率 77.50% 

欠  席：青野君・伊東君・越川君・永澤君 

坂本君・櫻井(公)君・杉山君・富永君 

高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】  

11/29銚子東 RC  石毛君・島田君・髙木君 

12/5次年度地区委員長会議 丸山君 

12/6 八日市場 RC石毛君･丸山君･島田君･田中君 

【ニコニコ】 

ニコニコ BOX ￥  8,000 計 ￥226,000 

スモールコイン ￥  4,200 計 ￥ 25,290 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 22,610  

希望の風 ￥ ― 計 ￥132,100 

次週のプログラム（１２月１４日） 

「銚子ロータリークラブの遍歴 part１」 

青野 秀樹会員 

お弁当：ﾌﾗﾝｹｯﾄ（洋食） 

１２月・1月例会プログラム 

12月 21日 

「夜間移動例会・クリスマス家族親睦会」 

    太陽の里 点鐘 18時 

12月 28日 休会 （年末） 

1月 4日 休会 （年始） 

2017年 1月 11日 賀詞交歓会 

「年男の抱負・新入会員卓話」 

松本 恭一会員・神津 裕之新会員 

    1月 18日 

「銚子市長卓話」銚子市長 越川 信一様 

 

主催者挨拶鈴木ＡＧ 

テーブルリーダーを務める宮内龍雄会員（中央） 

 


