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THE ROTARY CLUB OF CHOSHI 
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会 長 松 本 恭 一 

副会長 金 島   弘 

幹 事 小 林 昭 弘 

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５階大会議室 

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 
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2017-2018年度 ＲＩテーマ 

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 

「畜産従事者とロータリー」 

宮内 清次会員 

 

 

前回例会報告（１０月１１日） 

点 鐘：松本 恭一会長 

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： 

国際ロータリー第２７９０地区 

2017-18年度 

職業奉仕委員長 中村 俊人様(柏東ＲＣ) 

会長挨拶 

 今朝日の出

は良く見えま

したが、その

後今の時期に

は珍しい霧が

でてきました。

温度の高さと

いい秋らしく

ない天気であ

ります。柏東ロータリークラブより中村俊人地

区職業奉仕委員長がお越し下さいました。後ほ

どの卓話よろしくお願いいたします。 

 この一週間ですが、４日（水）分区会長幹事

会がございまして１１月１９日（日）に開催さ

れる分区ロータリー情報研修会の内容打ち合わ

せをいたしました。当日はたくさんの参加お願

いいたします。次年度の地区組織もほぼ決まっ

たようで、いくつかの変更点もあるようです。

管理運営委員会の中に研修研究統括委員会が入

り一つになること。奉仕 P 統括委員会の中に青

少年奉仕委員会が入り、４つの委員会となるこ

となど。後日、島田情報研修委員長より報告あ

ると思います。 

 そして、１０月２日から９日にかけてノーベ

ル賞の発表がありました。日本での一番の関心

事は、残念ながら日本人が賞を取るかどうかだ

けのようです。２０１４年は３人、１５年２人、

１６年１人と３年連続で日本人が受賞し盛り上

がりましたが、今年は受賞なし。他の国の受賞

者についても詳しく報道していただきたいもの

です。 

 このノーベル賞を含め、伝統があり世界の為

にぜひ続けてもらいたい事業活動が私には３つ

あります。それは近代オリンピック、ノーベル

賞、ロータリークラブです。この３つには非常

に似た所があります。まず、始まった時期が近

いこと。近代オリンピック１８９６年、５年後

ノーベル賞１９０１年、その４年後１９０５年

ロータリークラブと僅か１０年の間に始まり今

日に続いています。そして国家でなく個人の力
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で始まっていること。近代オリンピックはフラ

ンスのクーベルタン男爵の発案で古代オリンピ

ックを復活させ１回目をギリシャで開催しまし

た。ノーベル賞はダイナマイトの発明で富を得

たスウェーデンのノーベルの遺言に従って誕生

しました。ロータリークラブはもちろん米国の

ポールハリスとその仲間たちです。最後に、決

して始まった時はそうではありませんでしたが、

結果的にどれも理念として世界平和を希求して

いることです。 

 この１１０年から１２０年続いている世界規

模の３事業活動は、アプローチは違いますが世

界平和に貢献しています。これからの混沌とし

た世界では、益々重要になっていくことでしょ

う。我々人類には、今後も長く続くよう努力す

る義務があると思います。 

 本日は、中村委員長の卓話「職業奉仕をもっ

と身近に考えてみませんか」です。勉強させて

いただけることを楽しみにし、会長挨拶といた

します。 

 

幹 事 報 告 

1.月信第１３号及び月信合本 

2.青少年委員会 行事報告書  

3.インターアクト年次報告書   

…直前ガバナー事務所 

4.女性交流会受付終了のお知

らせ 

5.地区大会記念ゴルフ大会 

組合せ・競技要項 

…ガバナー事務所 

6.18-19年度 地区委員推薦のお願い 

…ガバナーエレクト事務所 

7.ロータリー情報研修会開催のお知らせ 

…第 7分区Ｇ補佐 

【例会変更】 

成田空港南ＲＣ 

10月 9日（月）～10日（火）移動例会 

親睦旅行（熱海市） 

  12日（木）休会 親睦旅行に振替 

  19日（木）休会 

会員の記念日 

☆結婚記念日  

信太 秀紀会員(10月 10日) 

小林 昭弘会員(10月 10日) 

☆創業記念日  

金島  弘会員(10月 8日) 

宮内 秀章会員(10月 10日) 

ニコニコＢＯＸ なし 

卓話者紹介 

佐藤直子 

前年度職業奉仕委員長 

 

卓  話 

「職業奉仕をもっとやさしく身近に 

考えてみませんか！！」 

国際ロータリー第２７９０地区 

2017-18 年度  

職業奉仕委員長 中村 俊人様 (柏東ＲＣ) 
銚子ロータリ

ークラブの皆様

こんにちは。 

今年度も、昨年度

に引き続き職業

奉仕委員長を仰

せつかっていま

す柏東ロータリ

ークラブの中村

と申します。 

昨年は、いの一番に卓話依頼を佐藤直子さんか

らご依頼を受けまして、8月 24日の例会にこの

銚子ロータリークラブにお伺いさせて頂きまし

た。 

今年も早々に高瀬幸雄様より卓話のご依頼をし

て頂き大変感謝申し上げます。また髙木浩一さ

んとも一昨年・昨年度・今年度と奉仕プロジェ

クト委員会にて共に活動させて頂いていますの

で、とても銚子ロータリークラブが身近に感じ

ています。本日卓話としてお話させて頂く内容

が昨年と重複するかも知れません。その点はど

うぞご容赦いただけたら幸甚です。 

さて、地区職業奉仕委員会はどのようにして

2790 地区内に於いて、各クラブ会員の皆様に職

業奉仕を解かりやすく伝達出来るかを考え、委

員会内で検討し活動していこうと考えています。 

職業奉仕に付いては、10 人 10 色、いろいろな

考え方を持っているロータリアンも多いと思い

ますが、無理もないかとも感じています。ロー

タリアンとしてクラブに入会した時期によって

は大きく変わってきているのではないでしょう

か。30 年ほど前にロータリアンになられた皆さ

まと、また 20年、10年とロータリー歴の違いに

よってこの職業奉仕とは・・・といった諸先輩

からの伝達がされてきたようにも思います。 

しかしここ数年、この職業奉仕についてクラブ

内で話題として上がっているクラブも少ないよ

うにも感じられます。クラブ訪問して、またい



−3− 

ろいろなクラブの皆様から耳にしてですが、そ

のように個々の違いによって職業奉仕への思い

も変わりつつあるとも思います。 

では どうするか、今年度の奉仕プロジェク

トのスローガンの中にもありますが、 

一歩踏み出してクラブに感動と活力を沸かすた

めにロータリアンとしての職業奉仕をご理解頂

き、各自の職場に於いて、またご自身の生業の

中での誇りと愛情を持って地域への奉仕に結び

付きができるかを考えて見たいと思います。 

忘れてはならないロータリアンの皆さんが気薄

になりがちな「職業奉仕」をもう一度考えてみ

てみませんか。ロータリーは職業奉仕を絆とす

る人たちの集まりですから、何よりも会員各自

がその職業に関係する全ての人々の立場に立ち、

高い倫理観をもって職業奉仕活動を行なうこと

ではないかと考えています。 

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

のは無いですね。 

「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」と「高潔性」を持って

最大級の努力をする事。 

 ロータリーは「他の人の立場に立って、他の

人に寄与する事＝service」を絆とする人たちの

集まりです。その一つの方法が自分の仕事上で

他の人に寄与する事、則、職業奉仕という考え

方です。 

ですから、何よりも会員各自がその職業に関係

する全ての人々の立場に立ち、高い倫理観をも

って職業活動を行なうことが大事だと思います。 

ロータリアンの皆さんはそれぞれが事業主の方

が多いですから、利益を追求する事はもちろん

ですが、単なるお金儲けではなく、自分の仕事

や商売をロータリーで言う service の精神で地

域や社会生活にどれだけ寄与できるか？だと考

えています。それがロータリアンの「誇り」に

も繋がると思います。 

「最も良く奉仕するもの 最も多く報いられる」 

「最も良くサービスするもの 最も得るものが

多い」 

Serviceの日本語訳の「奉仕」その奉仕には無報

酬の行為という概念がありますが、職業奉仕は

自分の職業を通じたサービスであります。それ

には無論報酬が伴いますが、大切な顧客の皆様

への職業サービスを行うことによって、企業の

繁栄にも繋がり、結果的にはその行為が信頼信

用に繋がると考えられます。 

また、現在の職業奉仕は、奉仕プロジェクト委

員会のチームの一委員会として活動し、その中

で社会奉仕委員会との結びつきもあり切り離す

事は出来ません。 

小さな活動が信頼を生み、ロータリアン自身の

信用に繋がり、また仕事へと影響をしていきま

す。その上で、職業奉仕を難しく考えずにわか

り易く伝えていく事、また奉仕を通じて 

「信用・信頼を得る大切さ」を皆さんにお伝え

したいと考えています。 

しかし、職業によっては 直接地域のみなさん

とのふれあいが出来ない職業もございますね。 

職業奉仕はそのような活動ばかりでは無く、ご

自身の職場によって接する方々へも日頃の大切

なことであると考えます。お客さまへ、又は取

引先の方への対応に付いても、日頃のご自身の

気配りや対応により、人との信頼も深めていく

事も大切な職業奉仕につながります。 

私達が唱和している「四つのテスト」がしっか

りとそのことを伝えてくれています。 

1真実かどうか  2皆に公平か  3好意と友

情を深めるか 4 みんなのためになるかどうか 

また ロータリアンの行動規範の中でも、 

1 個人として、また事業において高潔さと

高い倫理基準を持って行動する。 

2 取引のすべてにおいて公正に努め、相手

とその職業にたい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々

を導き、特別なニーズを抱える人々を助

け、地域社会や世界中の人々の生活の質

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 

とありますが、若い方々にご自身の職業につい

て伝承していく事、仕事の大切さ、取り組み方

をしっかりと伝達する事も職業奉仕の一つとも

考えられています。 

今まで、出前教室は社会奉仕ではといわれてい

ましたが、この活動も立派な職業奉仕へと繋が

っています。仕事の伝承として、仕事に携わる

中での大切な事、また、その中でしっかりと信

用信頼を得ることなど、この様な事をしっかり

と伝える事も大切ですね。 

では 職業奉仕の実例としてあげて見ます。 

寒村に運ぶ食料の移動販売をしているロータリ

アンの例です。 

青森の過疎の町の寒村では車が無いと生きてい
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次週のプログラム（１０月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 

 

お弁当：入船（幕の内） 

けないような集落が多々あり、食品スーパーの

オーナーであるロータリアンのお話です。その

ロータリアンは 70過ぎのご夫婦で、市内のスー

パーを経営していますが、その店舗は従業員の

皆さんにお任せして、毎日冬の雪の中、朝 5 時

に起きて 2ｔトラックで食料品を市場に約 3 時

間掛けて仕入れに行き、待っている集落へと運

んでいく。もう 23年を過ぎようとしているそう

です。店は若い人たちに預けて、過疎地域の高

齢者の皆さんは、買い物に行くにも、車も運転

できず、一日一往復のバスか又は 3 台足らずし

かない市内のタクシー会社のタクシーを使うか

で、それ以外に方法が無い住民の方々に、食料

や日用品の移動販売しているそうです。  

そこでのふれあいで皆さんとの交流を持ち、そ

の地域の高齢者の皆さんの健康状況の様子もわ

かる。住民の皆さんとのコミュニケーションを

図り、信頼関係を繋ぐ大切な役割も担っている。 

ご自身の仕事によって何が出来るかを考えて 

日々を過ごしているそうです。  

日頃のこつこつとした行いによって皆さんに感

謝され、またその活動が自身の事業にも反映さ

れる、これは立派な職業奉仕であると思います

ね。 

受益者が誰なのか。地域の皆さんであれば社会

奉仕、その行為によってロータリアン自身にも

反映されてくるのであればそれは立派な職業奉

仕であります。 

皆様の事業や職業に合った職業奉仕のあり方を

考えてみませんか？  

またクラブの中でも語り合ってみては如何でしょ

うか。本日の卓話としてお話させて頂きました。

どうも有難う御座いました。 

委員会報告 
高橋宏資地域・環境保全委員長 

花植えのお知らせ 

駅前ロータリーの花植えを下記

の通り実施いたします。ご都合の

よろしい方はご参加ください。 

10月 17日(火)午前９時～ 

ＭＵとなります。小雨でも実施い

たします。 

【出席報告】 

会員総数４０名 出席計算３８名  

出 席：２６名 欠 席：１２名  

出席率 ６８．４２％ 

欠席：青野君・金子君・丸山君 

永澤君・大岩君・大里君 

信太君・高瀬君・富永君 

鈴木君・高橋宏明君・遠山君 

 

【Ｍ Ｕ】  

10/12ＲＡＣ例会   丸山君・寺内君 

10/14ＲＡＣフィールドゲーム 丸山君 

10/17駅前花壇花植え（参加 9名） 
石毛(充)君・金子君・小林君・神津君・松本君 

宮内(秀)君・永澤君・高橋宏資君・田中君 

 

 

 

 

【ニコニコ】 

 

ニコニコ BOX ￥ 3,000 計 ￥210,250 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 17,106 

米山 BOX ￥ 2,650  計 ￥ 19,556  

希望の風 ￥ ―   計 ￥108,100 


