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ロータリー：変化をもたらす 

ROTARY:MAKING A DIFFERENCE 
2017-2018ＲＩ会長 イアンH.S.ライズリー 

 

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 寺嶋 哲生 (柏ＲＣ)  

広報・会報委員会   委員長 副島 賢治 

副委員長 遠山 靖士 委 員 大岩 將道 

  
 
 

今週のプログラム 

「職業奉仕をもっと身近に 

考えてみませんか！！」 

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(柏東ＲＣ) 

 

 

前回例会報告（１０月４日） 

点 鐘：松本 恭一会長 

国歌君が代斉唱 

ロータリーソング：奉仕の理想 

四つのテスト唱和 

 

ビジター紹介 

 

 

 

 

 
銚子東ロータリークラブ 

大内 一恭様  行木 明宏様 

会長挨拶 

すっかり秋めいてまいりました。本日は中秋の

名月です。晴れの予報ですので１９時頃には東の

空にぽっかり浮かぶ月が見えるはずです。ご家族

でゆっくりご覧になってはいかがでしょうか。 

 先週は移動例会で恒例の観月会でした。永澤信

委員長はじめ親睦委員の方々は色々楽しい演出あ

りがとうございました。久しぶりのビンゴゲーム

も良かったですが、今回は特にじゃんけん大会が

印象に残りまし

た。勝ち残った宮

内龍雄 R 財団委

員長がポールハ

リスで本年度二

回目、神津裕之会

員が米山寄付で

したが、なんとす

ぐその場でお支

払いいただきま

した。お二人ともご協力ありがとうございました。 

 今月は、ひとつは「米山月間」ですが２５日に

卓話がございますのでもう一つの月間であります

「経済と地域社会の発展月間」についてお話させ

ていただきます。 

 ロータリーの６つの重点項目のひとつになりま

すが、２０１４年１０月 RI 理事会で決定されまし

た。貧困地域の経済発展を目的としたもので、当

然日本などの先進国はその対象には入りません。 

 しかし考えてみますと、戦後のついこの間まで

日本は貧困にあえいでいました。しかし見事な経

済成長を成し遂げ一時は世界一の経済大国になり

かけました。そして沈みかけましたが、どうにか

今日に至っています。その結果、①世界トップク

ラスの平均寿命（去年は香港についで第２位）、国

の総合力による。②世界トップクラスの治安の良

さ（去年英国シンクタンクの調査で北欧スイスな

どにつぎ８位）、貧富の差の少なさと教育力による。

③他国もうらやむ上下水道、鉄道などのインフラ、

省エネなどの技術力の高さ。などを手に入れまし

た。経済成長により、自然や文化の多彩さも加え

ると、世界で最も住みやすい国のひとつになった

と思います。 
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 しかし同時に我々は、経済的成功と幸福感とは

別であることが分かりました。また国は豊かにな

りましたが、地方の衰退が始まりました。銚子に

住んでいるとそのことが良く実感とし分かります。 

 そこで提案したいのですが、経済は後回しにし、

我々市民が銚子での生活を楽しむことを最優先に

したらどうでしょう。いろいろな地方創生に関す

る交付金などが地方にはいってきてはいますが、

そう簡単には経済は上向きません。まず都会暮ら

しとは違うライフスタイルで、地方で生き生き暮

らしていく。地域創生はそこがスタートではない

かと最近とみに感じます。 

第 4 回理事会報告 

１）１０月１１月１２月プログラムの件 …承認 

２）観月会決算案の件         …承認 

３）佐原ＲＣ６０周年の件       …承認 

４）社会奉仕委員会地域環境保全ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの件 

…承認 

５）千葉科学大学 RAC10 周年の件 

…承認 11/4(土)点鐘 14時 防災ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ  

次々年度役員指名の件 
銚子ＲＣ細則第３条・第１節 

指名委員会設置の件…会長一任 

指名委員会委員（Ｐ会長・現会長・次年度会長） 

上総委員長・大里会員・信太会員 

宮内龍雄会員・島田会員・松本会長・金島会員 

幹 事 報 告 
【週報拝受】旭ＲＣ、鹿島臨海ＲＣ、銚子東ＲＣ 

1. 財団室 NEWS 2017年 10月号 

2. 経済と地域社会の発展月間

リソースのご案内 

3. 二輪車同好会  ツーリング

のご案内 

4. 2016-17年度「米山奨学生の

１年」映像データ送付の件 

…ガバナー事務所 

5. 米山月間資料一部訂正のお願い 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

6. 創立 10周年記念式典のご案内     

…千葉科学大学ＲＡＣ 

7. 出前教室お礼状   …銚子市立銚子中学校 

8. 平成２９年度銚洋祭の開催について 

…千葉県立銚子特別支援学校 

【例会変更】 

佐原ＲＣ 

10月 19 日(木)情報研修会へ振替の為休会 

波崎ＲＣ 

10月 5 日(木)→4日(水)に振替（会場の都合） 

八日市場ＲＣ 

10月 24 日(火)→22日(日)移動例会飯高寺の清掃 

   31日(火)定款第 8条第 1節(C)により休会 

旭ＲＣ 

10月 27日(金)夜間例会 点鐘 6時 30分 

会員の記念日 

☆誕生日おめでとうございます。 

加瀬貞治会員(９月２１日) 

 

 

 

 

 

 

☆創業記念日 堀米 秀和会員（１０月) 

ニコニコＢＯＸ  

✧加瀬 貞治会員 

先日誕生日パーティーで久し振りに内孫とゆっ

くり話ができました。 

✧松本 恭一会長 

銚子マリーナトライアスロンに出場してきまし

た。還暦目前ですが、まだまだいけそうです。 

✧島田洋二郎会員 

先週土曜日、長女の双子の子供の初宮参り 

鎌倉の鶴ｹ岡八幡宮へ行ってきました。孫の体重

は６㎏を超え、上野のパンダと同じです。 

✧島田洋二郎会員 

先週の観月会、欠席して申し訳ありませんでした。

残金を頂きましたのでニコニコに出させて頂き

ます。 

✧高瀬 幸雄会員 

9月 27日の観月会は親睦委員会の皆様のご活躍に

より大変楽しいひと時を過ごすことができまし

た。感謝・感謝・感謝 

✧田中 英子会員 

先日は数ある候補者の中から、宮内秀章社会奉仕

委員長のお取り計らいで、「交通安全功労者」と

して表彰されましたことを、心よりお礼申し上げ

ます。表彰されたことで前科もなく、我が身が清

廉潔白であることが証明され、大変うれしく思っ

ております。次年度はどなたが表彰されるか楽し

みです。ありがとうございました。 

✧宮内 龍雄会員 

本日の卓話よろしくお願い申し上げます。食事の

後のお昼寝にはうってつけのお話です。どうぞ遠

慮なくお休み下さい。尚、皆様のおかげをもちま

して本年度２回目のポール・ハリスフェローにな

ることができました。 
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✧永澤 信会員 

先日の観月会ですが、みなさまのご協力により、

滞りなく行うことができました。心より感謝申し

上げます。ありがとうございました。 

✧鈴木 達也会員 

先日は観月会の場で歓迎会をしていただきあり

がとうございました。業務上の都合により、例会

への出席は難しい状況ですが、可能な限り参加さ

せていただきますので、今後ともどうぞよろしく

お願いします。 

卓  話 

「ロータリーの理念研修とＲＬＩについて」 

第 2790 地区研究・研修統括委員会 

ロータリー研修委員会 宮内 龍雄委員 
 本日は私が

所属している、

地区研究・研

修統括委員会

の活動内容な

どをご説明し

たいと思いま

す。本委員会

は三つの委員会で構成されています。 

①理念研究委員会（松田泰長委員長 成田 RC）ほ

か３名  

②ロータリー研修委員会（関口徳雄委員長 浦安

RC、海寳勘一副委員長 千葉西 RC）ほか３名  

③RLI 推進委員会（金子公久委員長 成田コスコ

ポリタン RC）ほか４名の総勢１４名委員会です。   

私は②のロータリー研修委員会に所属しています。 

理念研究委員会は「奉仕の理想」また決議 23－34

による「職業奉仕」の研究など、「ロータリーの理

念」を分かりやすく提示し、次の 100 年がロータ

リーらしく続くことを目的に活動しています。 

②ロータリー研修委員会は、皆様と共にロータリ

ーの本質を学び、より一層深く理解する為の助勢

や動機付けを行うセミナーや、分区ガバナー補佐

主催のロータリー情報研修会の運営支援などの活

動を行っています。 

③RLI 推進委員会は、ロータリーの潜在的なリー

ダーの為の開発プログラムである RLI は、基本的

な国際統一形式のカリキュラムに沿って興味深い

内容や様々な情報が得られようにしたプログラム

です。この RLI を推進し普及させるのが本委員会

の任務で有ります。RLI については後ほど、もう

少し詳しくご説明します。 

ここで理念研究委員会が作成したビデオを御覧

下さい。本ビデオは理念研究委員会 山本衞委員

（松戸西 RC）が作成し、ユーチューブにアップさ

れたものです。 

 RLI についてお話します。「The  Rotary 

Leadership Institute」の頭文字を並べて RLI と

呼びます。邦訳はロータリー・リーダーシップ研

究会と表記します。現在地区で行われている RLI

は、PartⅠ～Ⅲのセミナーと卒後コース、FT（フ

ァシリテーター）養成講座の 3 つ講座を受講し、

最後のFT養成講座を完了すると晴れてファシリテ

ーターの資格が与られます。ファシリテーターと

は以前は、デスカッションリーダと呼んでいまし

たが何故かファシリテーターと呼ぶことになりま

した。ファシリテーターとは、ファシリテーショ

ンを専門的に担当する人のことをいう。 ファシリ

テーター自身は集団活動そのものに参加せず、あ

くまで中立的な立場から活動の支援を行うように

する。 例えば会議を行う場合、ファシリテーター

は議事進行やセッティングなどを担当するが、会

議中に自分の意見を述べたり自ら意思決定をする

ことはない。 

現在、地区では 200 人以上のファシリテーターが

在籍し、我がクラブでも、髙木浩一会員、石毛充

会員、佐藤直子会員そして私の 4 名の有資格者が

います。 

では何故 RLIの活動が行われるようになったので

しょうか。RLI 日本支部委員長 2004-06RI 理事 

南園義一の論文が参考となります。 

以下 掲載します。 

「最近、Rotary News（2008 年 8 月号）の中で、

クリフ・ダクターマン元 RI 会長は、ロー タリー

の世界で最も注目しなければならないことは、ロ

ータリー創始後、100 年を経て、 近年、社会構造

も変化し、何よりも人や社会に対する意識が変わ

って来ていること、特に 事業や職業の世界が激変

していることを考慮すべきだと述べています。  

そして、青少年や婦人層のロータリアン世代間の

意識や感覚に大きなギャップが生じており、社会

や文化に対する相互の認識や価値観が違って来て、

ロータリー活動のあらゆる面 で、複雑で矛盾した

現象を呈していることを指摘しています。このよ

うな、異なった価値 観や矛盾を埋めるためには、

私達は、その要因である根本的な問題点を整理し、

充分に話し合い、ロータリー世界の理解を進めな

い限り、今後のロータリーの発展は望めないと思

われます。  

昨今、ロータリーに関して、充分な知識を持たな

いロータリアンが増え、話し合いも出来ず、 充分

に理解されないまま、ロータリーを去って行く人

が多いことは、非常に残念なことです。そこで、

私達は、本当にロータリーを理解し、ロータリア

ンとして活動するためには、 クラブの底辺から、

一人一人のロータリアンが、自発的に、自覚を持

った話し合いをし、 本当のロータリーを理解する

ことが、まず基本的な課題だと考えています。」     
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次週のプログラム（１０月１８日） 

「畜産従事者とロータリー」 

宮内 清次会員 

お弁当：喜多川（ちらし） 

この様にロータリアン同士のロータリーについて

の理念や考え方を自由に討論できる場所と時間を

皆様に提供するシステムが、RLIと言うことになり

ます。 

是非 皆様に於かれましては、老若男女を問わず、

RLIセミナーに参加する事をお勧めいたします。あ

なたにとって素晴らしいロータリー人生をご提供

します。ご清聴ありがとう御座いました。 

 

委嘱状伝達 

地区出向者 

髙木浩一会員☞ 

ＲＬＩ実行委員会委員 

委員会報告 
髙木浩一 RAC委員長 

千葉科学大学ＲＡＣ１０周年記念式典のご案内 

日時：平成２９年１１月４日（土）受付 13:30～ 

式典：千葉科学大学ﾏﾘｰﾅｷｬﾝﾊﾟｽ防災ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

14時～   懇親会：ｶﾌｪﾏﾘｰﾅ 16 時～ 

是非、ご出席下さい。 

島田洋二郎ｸﾗﾌﾞ情報・研修委員長 
今月は米山月間、米山奨学会・財団創立 50周年と

いうことで、横 8P より元米山奨学生で活躍をされてい

る皆さんの紹介、米山財団 50 周年について掲載され

ています。 

また 28Pには「日本のロータリー100周年を迎えるにあ

たり」ということで、東京RCが 1920年にでき、3年後に

100 周年を迎えます。その実行委員長の斎藤直美氏

が取り上げられています。斎藤氏は豊田 RC 所属の

PG で、整形外科医をされています。現在国際ロータリ

ーの理事を務めています。国際ロータリーの理事は、

会長エレクトを含めて 17名で、理事会構成メンバーは

RI 会長、理事、そして事務総長です。理事にはもう一

人日本から鶴岡 RC 所属の PG・石黒慶一氏がいま

す。 

縦書きから4P～8P、国際NGO＝難民を助ける会理

事長の長有紀枝氏の投稿、「難民問題今、何が起き

ているか」の最後に「人道に四つの敵 利己心・無関

心・想像力の欠如・認識不足」として、元赤十字国際

委員会の副総裁ジャン・ピクテの言葉を紹介していま

す。ジャン・ピクテは第二次世界大戦時、ナチスのホロ

コースト時代に赤十字の最前線で活動していた方で、

当時の赤十字はナチスによるユダヤ虐殺に対して、何

もしないということを機関決定してしまった。これは赤

十字国際委員会メンバーに時のスイス大統領が入っ

ていて、スイスにナチス・ドイツが攻め込んでくることを

避けなければならない、そのためにユダヤ人迫害の

問題については手出しをしないと決定した・・とピクテ

氏は言っています。 

その決定のためではないけれども、結果として 600

万人ものユダヤの人が犠牲になってしまった・・それを

知ったときの取り返しのつかない後悔、自責の念ととも

に「人道に四つの敵 利己心・無関心・想像力の欠

如・認識不足」を唱えたそうです。 

最後に、縦書きの 19P 私の一冊では城島明彦著の 

石田梅岩「都鄙トヒ問答」が紹介されています。石田

梅岩については例会の中でも何度かご紹介したと思

います。江戸時代中期、大阪の呉服問屋に奉公し、

独学で、儒教や仏教、神道など様々な勉強をし、それ

を「石門心学」として著わし、民衆に職業倫理を説い

て回ったのが石田梅岩です。「実の商人は、先も立、

我も立つことを思うなり」興味のある方はこの「都鄙トヒ

問答」をご一読いただければと思います。 

 

【出席報告】 

会員総数４０名 出席計算３５名  

出 席：２８名 欠  席：７名  

出席率 ８０．００％ 

欠席：青野君・石毛(英)君・大岩君・大里君 

富永君・鈴木君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】  

10/ 3銚子東ＲＣ 大岩君 

10/ 4分区会長幹事会 小林君・松本君 

10/10銚子東ＲＣ 大岩君・大里君 

【ニコニコ】 

 

ニコニコ BOX ￥ 32,250 計 ￥207,250 

スモールコイン ￥  2,305 計 ￥ 17,106 

米山 BOX ￥ ―  計 ￥ 16,906  

希望の風 ￥ 23,000   計 ￥108,100 

１０月・11 月例会プログラム 

２５日「米山奨学生卓話」  

米山奨学生 ウ スンユン様 

地区米山委員長 冨 一美様 

11 月１日「ガールスカウト発団 50 周年」 

ガールスカウト千葉県第 21 団 大内史枝様 

8 日 「地区国際奉仕委員長卓話」 

15 日 「銚子の偉人濱口梧陵（仮題）」 

千葉科学大学 藤本 一雄教授 

22 日「地区Ｒ財団委員長卓話」 

29 日「千葉科学大学ＲＡＣ10 周年」 

髙木 浩一会員 

 

 


