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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 

「職業奉仕バズセッション」 

佐藤直子職業奉仕委員長 

 

前回例会報告（１月１８日） 

点 鐘：島田 洋二郎会長   

ロータリーソング：我等の生業 

四つのテスト唱和 

ビジター紹介  

銚子市長 越川 信一様（卓話） 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 

今月は「職業奉仕月間」となります。先週の

委員会報告でも、宮内クラブ情報委員長から

「ロータリーの友」に掲載されている職業奉仕

についてのご紹介がありました。世界と日本の

職業奉仕についての捉え方の違いについての

内容でしたが、日本のロータリーで言われる職

業奉仕は「職業倫理」であって、現在の世界の

ロータリーの中での職業奉仕の考え方とは違

っているというような内容で、非常に興味深く

読ませて頂きました。 

私が以前、職業奉仕委員長だった時に触れる

ことが出来た資料に「ロータリー通解」という

ものがあります。1923‐24年度の RI会長ガイ・

ガンディガ－氏が会長になる前（1915年にロー

タリー倫理訓が採択される以前）に著わしたも

ので、その翻訳文が昔の文章体でとても読みづ

らく、字もかすれていましたので、全文 60 ペ

ージを作り直して、皆様にもお配りをさせて頂

きました。今日はこの中から一部抜き出してご

紹介をしたいと思います。ロータリーの中で、

まだ職業奉仕とか社会奉仕という言葉、概念が

あいまいだったころのことです。（以下、翻訳

文） 

ロータリーの理想は、職業倫理の全体に及ぶ



−2− 

ばかりでなく、いわゆる＜奉仕＞なる概念を構

成するすべての場に及ぶのである。ロータリー

各会員の企業に関する経営方法と理想とを示

すロータリーのスローガンとして次のものが

ある。 

「奉仕だ、私利・私欲ではない」 

Service Not Self 

「儲けんと欲すれば先ず奉仕に徹せよ」 

He Profits Most Who Serves Best 

 このように各会員の心のみならず、各会員の

企業経営の精神にも当てはまるところの、この

ロータリーの活動こそ、そもそもロータリーの

創立者が考え、そしてその後継者たちが、その

初志を追求してきたところのもの、なのである。 

そして、「ロータリーの理論」に基づくイン

スピレーションの結果、主として生ずるところ

の、いま一つのロータリー活動があり、これを

＜ロータリーの実践＞と呼ぶ。各会員がロータ

リーの経験を積み重ね、勉強を重ねて行くにつ

れて、何かやってやろう、つまり、いわば後世

に残るようなものとして何かやることはない

かという気持ちになってくる。各会員の教育が

十分に行われたならば、あたかも昼の後に夜が

つづくように、＜ロータリーの実践＞がはじま

るのである。このロータリーの実践においては、

各会員は二つのはっきりした奉仕の分野に立

ち入らなければならなくなる。・・と、その章

の中で結んでいます。 

当時はまだ明確に表されていなかった、この

二つの奉仕の分野・・この二つというのが「ロ

ータリーの理念＝職業奉仕」と、「ロータリー

の実践＝社会奉仕」ということだと理解してい

ます。 

1905年、シカゴにおいてポール・ハリスらに

よって創設されたロータリークラブですが、

1907年、アーサー・フレディリック・シェルド

ンによって「ロータリーの奉仕概念」が創られ

ました。そして米国中にロータリークラブが創

設されていきます。1915年、サンフランシスコ

国際大会で「ロータリー倫理訓」が著わされ、

1922 年、ロスアンゼル国際大会で「RI 定款・

細則、及び標準クラブ定款」が採択をされ、そ

の翌年 1923 年、セントルイス国際大会で皆さ

んご存知の通り「決議 23-34」が採択されるこ

とになります。「ロータリー通解」を著したガ

イ・ガンディガーはこの「決議 23-34」が採択

された翌年度に国際ロータリーの会長となり

ます。 

最後になりますが、このロータリーが創られ

たアメリカでは、週末に新しい大統領が誕生す

ることになります。この次期大統領になる方は、

激しい口調で自国の利益を最優先に語り続け

ています。アメリカのロータリークラブの会員

は、この新しい大統領をどのように思い、どう

捉えているのか、大統領就任演説も含めて、聞

いてみたくなるのは私だけではないと思いま

す。 

幹 事 報 告 

1. ＲＬＩﾊﾟｰﾄⅡ開催案内確認と配信のお願い 

2. ﾛｰﾀﾘｰ財団 100 周年記念シンポジウム報告 

…ガバナー事務所 

3. 会長エレクト研修セミナーのご案内 

…ガバナーエレクト事務所 

4. ハイライトよねやま２０２ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

 

 

会員の記念日 
☆誕生日おめでとうございます。 

高橋 宏資会員(1 月 16日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



−3− 

☆結婚記念日   

高橋 宏明会員(1月 15日) 

☆入会記念日 

金子 芳則会員(1月 12日) 

☆創業記念日   

大岩 將道会員(1月 16日） 

ニコニコＢＯＸ  
✧高瀬幸雄会員 

明けましておめでとうござ

います。本年も例会出席率向

上に御協力お願い申し上げ

ます。 

 

 

 

 

✧小林昭弘会員 

SA の仕事も皆様のご協力で

前半が無事終了しました。一

週遅くなりましたが後半もど

うぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

卓  話 

「財政再建・病院再生・銚子創生に全力！」 

銚子市長 越川 信一様 

市政をお預かりしてから３年８カ月になり

ます。「財政再建」「病院再生」「銚子創生」と

いう３つの課題に取り組んできました。 

平成２５年５月の市長就任日、銚子市の財政推

計を市民に公表し、銚子市の「財政危機」を宣

言しました。平成２５年度に６億円の赤字が発

生する。５年間で累積赤字が３２億円に達し、

財政再生団体に転落する。そのような推計だっ

たからです。身の丈をはるかに超えた借金が財

政を圧迫していました。 

危機感を共有し、必死に行財政改革を続けてき

ました。３度にわたる事業仕分け。緊急改革プ

ランの実行。ふるさと納税による増収。私自身

も給与を３０％カットし、市民負担や職員の給

与カットもお願いしました。これまでの努力の

結果、平成２７年度一般会計決算は、実質収支

が５．３億円の黒字になりました。実質単年度

収支も４．８億円の黒字となり、５年ぶりに黒

字を回復しました。特殊要因を除いても大きな

改善です。 

病院再生では、平成２７年度から、銚子市立病

院の指定管理を再生機構から医療公社に切り

替えたことも、大きな決断でした。再生機構時

代の平成２４年度は、１年間で８．４億円の赤

字が発生しました。平成２８年度は２．９億円

に縮小し、約５．５億円の改善が図られる見込

みです。 

 

【洋上風力発電】 

銚子商工会議所が提案・調査している洋上風力

発電については、銚子市の行財政改革大綱案で

も、「地域と共生・共栄する洋上風力発電の誘

致促進」を明記しました。 

洋上風力の要（かなめ）となる銚子漁協の坂本

雅信組合長も、年頭の挨拶で「今後は、平成２

９年の早い時期に商業運転への移行を協議し、

その後、漁業と共生し、地域発展にも寄与する、

大規模ウインドファーム計画も、検討していく

予定である」と述べています。銚子漁協が自ら

主体となって、大規模ウインドファーム計画の

検討に取り組む決意を、明確に示されました。

洋上風力発電の実現に向けた、大きな一歩だと

思います。 
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銚子漁協が打ち出す「大規模ウインドファーム

計画」や銚子商工会議所の調査・提案を踏まえ、

銚子市として、洋上風力発電事業の具体化をし

っかりと進めてまいります。銚子経済活性化の

１つの柱としてまいります。新年度は、洋上風

力発電事業の具体化に向けて、「洋上風力推進

室」を設置します。 

 

【銚子スポーツタウン】 

１月１２日の臨時議会では、西高跡地を活用し

た「銚子スポーツタウン」を整備するための議

案が全会一致で可決されました。 

ＮＰＯ法人銚子スポーツコミュニティと銚子

市が出資をして第３セクターの「銚子スポーツ

タウン」を設立します。国の地方創生交付金を

活用して、グランド、体育館、部室棟を改修し

ます。新たに食堂・浴室棟を建設します。１５

０人の宿泊が可能となります。 

野球・バスケットをはじめとしたスポーツ合宿

施設として、銚子市の新たな可能性を切り開き

たいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出席報告】 

会員総数４１名 出席計算４０名 

出  席２９名  

欠  席１１名 出席 72.50% 

欠席：青野君・石毛(英)君・伊東君・大里君 

永澤君・佐藤君・櫻井(公)君・信太君 

杉山君・富永君・高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】 

12/9旭 RC 小林君 

1/15 ｱｸﾀｰｽﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 小林君・丸山君 

1/15米山新年懇談会 松本君 

1/23千葉 RC 青野君・石毛君・島田君 

 

【ニコニコ】 

 

次年度テーマは「ロータリー：変化をもたらす」 

会長エレクトが発表 16-Jan‐2017 

 

16日（月）、米国

サンディエゴで

開催中のロータ

リー国際協議会

で国際ロータリ

ー会長エレクト、イアン H.S. ライズリー氏

（オーストラリア、サンドリンガム・ロータリ

ークラブ所属）が 2017-18年度の会長テーマ「ロ

ータリー：変化をもたらす」を発表しました。 

（ＲＩホームページより） 

ニコニコ BOX ￥ 16,000 計 ￥305,000 

スモールコイン ￥  2,780 計 ￥ 30,770 

米山 BOX ￥  ― 計 ￥ 28,610  

希望の風 ￥  ―  計 ￥188,200 

次週のプログラム（２月１日） 

「新入会員卓話」  

石毛 英俊会員 

        お弁当：あぐり（幕の内） 

      

ロータリアンの行動規範 

ロータリアンとして、私は以下のように行動する。 

 

1. 個人として、また事業において、高潔さと

高い倫理基準をもって行動する。 

 

2. 取引のすべてにおいて公正に努め、相手と

その職業に対して尊重の念をもって接する。 

 

3. 自分の職業スキルを生かして、若い人びと

を導き、特別なニーズを抱える人びとを助け、

地域社会や世界中の人びとの生活の質を高め

る。 

 

4. ロータリーやほかのロータリアンの評判を

落とすような言動は避ける 


