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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 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 

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

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 

「米山奨学生卓話」  

地区米山記念奨学委員長 冨 一美様 

米山奨学生 ウ スンユン様 

 

 

前回例会報告（１０月１８日） 

点 鐘：松本 恭一会長 

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： 

 

 

 

 

 
ソングリーダー     櫻井公恵ＳＡＡ 

石毛英俊会員 

 

 

ビジター紹介： 

多古ロータリークラブ  

会長 飯田 武之様 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 

 久しぶりの秋晴れになりました。今朝は星、

そして細い月と金星が東の空に見えましたが、

ご覧になられた方はいらっしゃいますでしょう

か。本日は、多古ロータリークラブより飯田武

之会長がお越しになられております。 

 この一週間ですが、１１日（水）第一回指名

委員会開催、１４日（土）千葉科学大学 COC＋

発表会と CIS フォーラムに出席、１７日（火）

には駅前花壇花植えを９名の参加のもと三崎園

さんのご協力で行いました。 

 さて本日は、職業奉仕の理念であります「最

も奉仕する者、最も多く報いられる」について

お話させていただきます。これは、アーサーシ

ェルドンが１９１０年シカゴで行われた初の国

際大会で掲げた言葉で、原文は「One Profits 

Most Who Serves Best」です。 
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 まず、私は最近２つの感動するサービスを体

験しました。ひとつは父親の葬儀でお願いした

葬儀社のすばらしい対応です。担当者の親身な

応対、アドバイスには仕事への誇りが感じられ

ました。葬祭業はサービス業のなかのサービス

業であると実感しました。もうひとつ、最近初

めてお願いした司法書士です。お恥ずかしなが

ら、自社の役員変更登記を何年か失念しており、

また定款変更も同時に行おうとしましたが、自

分でおこなうとかなりの手間がかかります。初

めて司法書士さんにお願いしたところ２日で仕

上げて下さいました。さすが専門家であると感

動しました。このふたつは、滅多に受けないサ

ービスでありますが、サービス内容に比べ非常

に安価であると感じました。 

 また、多数の品揃えと各種サービスを用意し

２４時間開いているコンビニ、翌日配達そして

時間指定も可能な宅配便、東京までの高速バス

などは当たり前のように使っていますが、ここ

までするかというほど消費者にとっては至れり

尽くせりのサービスです。そのような状況を見

て、経済学者ロバート・フェルドマンは「日本

は消費者余剰の国である」と表現しています。

すばらしいサービスに比べ価格が安すぎる、消

費者のもうけが大きいということです。また、

いいサービスを行っても価格に反映されない、

その為生産性がいつまでたっても良くなりませ

ん。日本では、「お客様の為」ということは良く

浸透しているのだと思います。最近の大企業の

不祥事は別問題で、組織の問題であると考えま

す。 

 アーサーシェルドンの「最も奉仕する者、最

も多く報いられる」は、不変の理念であること

には変わりありませんが、こと日本においては

職業奉仕の理念として少し弱いのかなと感じま

す。皆さんはどうお考えになられるでしょうか。 

 

 

 

 

 

幹 事 報 告 
【週報拝受】成田空港南ＲＣ 

１．青少年交換留学生の追加募集

について 

２．地区大会ゴルフ 競技要項 

…ガバナー事務所 

３．ハイライトよねやま２１１ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

４．第 3回アクターズミーティングのご案内 

…地区ＲＡＣ委員会 

会員の記念日  なし 

ニコニコＢＯＸ  

✧阿天坊俊明会員 

我社は１５日に成田物流センタ

ーにて平成２９年度年末商品展

示会を無事行ないました。 

 

 

 

✧高橋 宏資地域・環境保全委員長 

10/17（火）昨日は早朝より駅

前花植えに御参加いただきあ

りがとうございました。お陰様

で駅前が明るくなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

✧小田島國博会員 

今日は、宮内清次さんの卓話に

多勢の皆様方の集まりを感謝

します。 
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✧宮内 清次会員 

久しぶりに良い天気になり

ました。特にお年寄りの方

はご自愛ください。 

 

 

✧高瀬 幸雄会員 

１０月１５日 雨にも

負けず 風にも負けず 

秋の寒さにも負けず 

メンバーとハンディキャップ

に恵まれプライベートコンペ

で優勝しました。 

卓  話 

「畜産業とロータリークラブ」 

宮内 清次会員 

ロータリークラブに入会して３５年になりま

す。今、会員は４０名。新会員も多数になりま

した。そこで入会前の私はどんなだったか、入

会のきっかけはどんなだったか、そして入会１

０年くらいのクラブの活動はどんなだったかを

振り返ってみます。 

昭和３０年代から５０年前半まで銚子市に酪

農家が１４８戸あり、そして金融をやらない専

門農協として「銚子市酪農農業協同組合」を立

ち上げ、平成４年銚子農業協同組合に吸収合併

するまで続きました。 

３０年～４０年頃までは増産、増産、そして減

産、個々の生産枠導入、生産枠を超えた牛乳の

廃棄、生産枠の売買、大手乳業を巻き込んだ牛

乳の争奪戦など５０年代まで不安定な酪農政策

が続いた。その後も浮き沈みの激しい酪農経営

を強いられるのだがそんな中にあっても、地域

には若者を受け入れ育てる組織が有った。消防

団、青年団、実行組合、６中学区スポーツ振興

会、ＰＴＡ、もっともこの時期青年団は解体の

方向にあり、銚子市青年団体連絡協議会が発足、

２代目の会長を二年、後に会員数男女合わせて

４００名からなる農業者青年会議を立ち上げ、

市と農協の協力を得て第一回農業祭を体育館、

青少年文化会館を中心に開催、１０年続くこと

になる。 

子供の成長と共に学校のＰＴＡやスポーツ振興

会等から役員要請を受けるのもこの時期で、第

６中ＰＴＡ会長、銚子市ＰＴＡ連絡協議会会長、

この年銚子で２２年振りに千葉県ＰＴＡ研究集

会を開催成功する。この時の市長が、大内恭平

氏。教育長が青野進氏でした。大内氏からの銚

子東ロータリークラブでの卓話の要請を受諾し

たことがロータリークラブ入会のきっかけにな

りました。 

その翌年（1983 年）銚子ロータリークラブに入

会を許されました。しかし入会して例会に出席

すると、東クラブの雰囲気とはまるで違い重い

空気と緊張と規律が待っていました。当時クラ

ブはガバナー（小原美紀氏）を輩出していて３

月には銚子体育館で地区大会開催が予定されて

いました。そんな事もあって事あるごとに丁丁

発止の意見がとびかったのを良く覚えています。 

入会１０年前後の皆さんに私を紹介する機会を

戴き感謝致します。銚子ロータリークラブに入

会して３５年、良い思い出は沢山あっても悪い

思い出は一つも有りません。 

またの機会にお話しできれば幸いです。ご清聴

有難う御座いました。 
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次週のプログラム（１１月１日） 

「ガールスカウトのめざすもの」  

ガールスカウト千葉県第２１団  

団委員長 大内史枝様 

 

お弁当：あぐり（幕の内） 

【お知らせ】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

丸山 泰典地区ＲＡＣ委員長 

10/14(土）ＲＡＣ友好地区

交流フィールドゲームに

ついての報告 

オブザーバー５名を含む

総勢３４名の参加をいた

だき無事終了しました。 

 

 

 

 

【出席報告】 

会員総数４０名 出席計算３７名  

出 席：３１名 欠 席：６名  

出席率 ８３．７８％ 

欠席：青野君・宮内(秀)君・富永君 

鈴木君・高橋宏明君・寺内君 

 

【Ｍ Ｕ】  

10/19勝浦ＲＣ   島田君 

10/24銚子東ＲＣ 小林君・髙木君 

 

 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 16,000 計 ￥226,250 

スモールコイン ￥  3,110 計 ￥ 20,216 

米山 BOX ￥ ―  計 ￥ 19,556  

希望の風 ￥ ―   計 ￥108,100 

 

 

第 7 分区ロータリー情報研修会 

 

日時 平成２９年１１月１９日(日) 

会場 旭市商工会館３階 大研修室  

旭市ロ７９５－６／TEL0479-62-1348 

会費 無 料 

受付 １３：００～     

点鐘 １３：３０         

閉会 １６：３０予定 

内容  

基調発表 地区ロータリー研修委員会 

全体会議 

テーマ① 

皆様は、ロータリークラブにどの様な魅力を感

じていますか？ 

テーマ② 

ロータリアンであることを誇りにしよう           

 

 

 

千葉科学大学ＲＡＣ 

10周年記念式典 

 

日時  平成２９年１１月４日（土） 

受付開始 １３：３０ 

式典会場 １４：００～１５：３０   

千葉科学大学マリーナキャンパス 

防災シュミレーションセンター  

懇親会場 １６：００～１８：００  

カフェマリーナ 

登 録 料  ３，０００円 

          

 出席報告： 

田中英子 

例会運営委員長 


