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今週のプログラム 
「銚子の偉人 濱口 梧陵」 

千葉科学大学 危機管理学部 教授 藤本 一雄様 

 

前回例会報告（１１月８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 

国際奉仕委員長 鈴木 荘一様（君津ＲＣ） 

会長挨拶 

 昨日は立冬を迎えました。暦上は立春前日の２月２

日までは冬ですが、今の時期らしからぬ暖かい天候

が続いています。地区より鈴木荘一国際奉仕委員長

がお見えです。後程卓話よろしくお願いいたします。 

 鈴木委員長といえばアスリートとして数々の大会へも

出場しているとお聞きしています。そこで本日は、私が

尊敬しています世界最高齢のアイアンマン稲田弘さ

ん（８５歳）のお話をさせていただきます。 

 皆さんアイアンマンレースをご存じでしょうか。トライ

アスロンレースと種目は同じですが、３種目の合計で

距離が４倍以上になります。スイム３．８キロ、バイク（自

転車）１８０キロ、ラン４２．１９５キロの計２２６キロ、制限

時間は１７時間が多いようです。時間内に完走すると

アイアンマンの称号が与えられます。 

 稲田さんは１９３２年１１月生まれ、大学卒業後 NHK

に入社され６０歳で定年退職、同時に奥さんの介護を

始めます。ここまでは普通のありふれた方ですが、す

ぐに近所のジムに入会し水泳を始めます。そして６９

歳でバイク、７０歳でトライアスロンに初挑戦します。７６

歳で「稲毛インターナショナルトライアスロンクラブ」と

いう名門クラブに入会し、若

者に交じり本格的に練習を

するようになります。 

 ここからがまたすごいので

すが、２０１１年（７９歳）から６

年連続ハワイで行われるアイ

アンマン世界選手権に出場

します。２０１２年（８０歳）に完走し初のアイアンマンに、

そして８３歳で迎えた２０１５年のレースは伝説のレース

になります。ゴール前５０ｍで意識もうろうとなり崩れ落

ち、どうにかたどり着いたゴールでしたが５秒オーバー

で失格、悲運のランナーとしてマスコミやネットで話題

になりました。普通でしたらそこで諦めますが、翌年２

０１６年にも挑戦し見事完走します。８３歳１１カ月でア

イアンマンという、世界最高齢の記録を打ち立てたの

です。 

 この稲田さんの活躍から、人生は何歳からでも挑戦

がきく、我々に勇気を与えてくれたことはもちろんです。

同時に、元気な人はとてつもなく元気であり、これから

は年齢にとらわれない時代、エイジレスの時代になる

と予感させられます。日本では年齢によってある程度

こういうものだと決まっています。高校出て同時に大学

入学、卒業後一斉に会社に入社、６０又は６５歳位で

一斉に定年になる。高度成長期は効率よくそれがうま

く機能していたでしょう。しかしこれからは、個人の体

力、能力、やる気など考慮し、年齢にかかわりなく希

望すればいつまでも活躍でできる、又は再挑戦できる、

そういう社会が到来するものと稲田さんの活躍をみて

強く感じた次第です。 

幹 事 報 告 

【週報拝受】銚子東ＲＣ、鹿島臨海ＲＣ 

1. ロータリー財団月間リソースのご案内 
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2. 2017-18年度 地区大会のご案内 

3. RYLA実行委員ご推薦のお願い（再度） 

4. 地区大会記念ゴルフ登録内容変更の受付 

…ガバナー事務所 

5. 2018年国際ロータリー年次大会(ﾄﾛﾝﾄ大会） 

参加旅行のご案内      …東日観光㈱ 

6. 第 38回銚子市民バザール大会報告会開催につ

いて       …銚子市社会福祉協議会 

【例会変更】 

小見川ＲＣ 

11月 22日(水）→23日(木)勤労感謝の日の為 

定款第 8条第 1節(Ｃ)により休会 

八日市場ＲＣ 

11月 21日(火)→19日(日)Ｒ情報研修会に 

振替の為休会 

会員の記念日 
☆誕生日おめでとうございます。 

上総泰茂会員(11月 3日) 

 

 

 

結婚記念日 寺内 忠正会員(11月 8日) 

入会記念日 高橋 宏明会員(11月 4日） 

創業記念日 金子 芳則会員(11月 2日） 

ニコニコＢＯＸ なし 

卓  話  「地区の国際奉仕について」  
国際ロータリー第２７９０地区 

国際奉仕委員長 鈴木 荘一様（君津ＲＣ） 
本日卓話させて頂く君津 RC

鈴木荘一です、不慣れで聞き

苦しい点があるかとは思います

がどうぞよろしくお願いします。 

職業分類は造園土木です。事

業内容は主に造園土木舗装と

いった建設業を中心に行って

おります。私が入会したのは織

田ガバナーの時ですから７年

になります。ガバナー公式訪問の時も若いうちから切磋

琢磨して頑張りなさいと声をかけてもらいました、こうして

銚子 RC に卓話で参加させていただくのも何かの縁では

ないかと考えます 

また銚子は私の祖母の故郷でもありまして、「土屋安兵

衛」という屋号で肥料問屋はじめいろいろな商売をやっ

ていたそうです。そういった意味からも大変親近感のある

土地柄になります、祖母も９０過ぎましたが元気です。本

日は２５分です、地区の国際奉仕についてお話しさせて

頂きますのでお耳だけでもお貸しいただければと思いま

す。 

所属は君津ロータリークラブです 2000-01年度には秋

元秀夫パストガバナーとクラブを共にします。君津という

と最近ではインスタグラムで投稿された幻想的な写真が

話題になり、あちらこちらから観光バスが来て今君津の

観光を引っ張っています。その入り口にはその写真が投

稿される何年も前から秋元パストガバナーが地域の人々

曰くおねだりをして設置した幸せの鐘というものがありま

す。お賽銭を入れてその滝に向かって拝んで手を合わ

せると願い事がかなうといわれていますが、真偽のほど

は確かではありません。私はそれを見て思うのです。秋

元パストガバナーは常に申します「先見性のあるロータリ

ーにならないといけない」「理論よりまず実践しなさい」

「地域に存在感のあるロータリーを目指しなさい」「先見

性のあるロータリー」とは何か地域が何かを求めてきたこ

とに対応する後追いの奉仕をしてはだめだと、常に地域

に何が必要か思いを巡らして先手先手の奉仕をしなさい。

偶然とはいえ、インスタグラムで話題になった滝に設置さ

れた鐘などは本当に先見性のあることで、常に人知れず

にロータリーの種をまき続ける行動に改めて敬意の念を

感じました。 

「理論よりまず実践しなさい」というのは手続要覧とにらめ

っこしてても何も成果は得られません、常に実践しなさい

と知っていることとできることは違うと常に実践し地域に役

立つクラブ、人になりなさいと言われています、ロータリー

は人づくりの団体だとおっしゃっています、それらを含め

「地域に存在感のあるロータリークラブになりなさい」と常

に申しています。 

今年度の国際奉仕のスローガンは国際奉仕を通じ地域

に存在感のあるロータリークラブへです。 

なぜ奉仕プロジェクト委員会か？ 

これは奉仕プロジェクト委員会が初めて集まった地区研

修セミナーにて桜木パストガバナーの受け売りですが、

「ロータリアンであるオーストラリアの大工さんが自分の有

給休暇を利用してパプアニューギニアへ行って倒れ掛

かった病院を無料で立て直したんです。ヤシの木陰の病

院ですから大した作業ではありませんでしたが立派に立

ち直りました。」これは職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕の

どれに当てはまりますか？どの分類に属しているかは関

係ない、世界でよいことをして社会を変えようというのがロ

ータリーの活動である。その中で概念だけは頭に入れて

おこうねというお話を聞きました。そういった意味で統括と

いうくくりで活動させて頂いています。国際奉仕活動を通

じ、多くの国との「夢の懸け橋」をかけ、「地域に存在感の

あるクラブ」を目指しませんか？国際奉仕というと住んで

いる地域とはまるで関係ない、ちょっと手の出しにくい奉

仕事業のように思われますが、今回山武市がスリランカ

国のオリンピック選手の事前キャンプ地として誘致を実現

させた陰には、大網RC・米山学友会、そして提携団体の

民間団体等の様々な団体の連携がありました。世紀に

数度しかないオリンピックをいかに自らの地域でモノにす

るか？ 

自らの地域の知名度が向上します、 

訪日外国人の誘致につながります、 

スポーツへの関心が高まります、 

街並みや景観整備等インフラが整います、 

市民ボランティアなど市民の意識が高まります、 



−3− 

その国の文化、言語を学ぼうとします、 

数えればキリがありませんが、地域に多くの「変化をも

たらす」ことは明白です。この山武市の事例は国際奉仕

活動が実は地域貢献につながる、「地域に変化を持たら

す」事業であると実証しました。まさにロータリーが縁の下

の力持ちとなり地域に変化をもたらす格好の参考事例と

思います。世紀に数度しかないオリンピックを格好の機

会に生かしてはいかがでしょうか？ 

こうした具体的な参考事例を多くのクラブの方にご紹

介しながら国際奉仕に躊躇されているクラブへのお力に

なれればと考えております。昨年度当クラブの高木前国

際奉仕委員長が実施したアンケート結果によると「補助

金制度のハードル高い」、「事業内容をクラブ内で企画

検討できない」というクラブが全体の 60％になりました、

そうしたクラブには現地にまで足を運ばなくても、目や手

の届く身近な地区補助金を活用した事例をご紹介して

参ります。また今回の事例は米山奨学生が起点となって

いる部分でも参考になります。姉妹クラブや友好クラブは

直接国際奉仕活動に結び付かない事例が少ないようで

す。今年８月の米山奨学金のセミナーに参加した際に、

何で米山の奨学金を外国人ばかり対象にするんだ？反

日国の奨学生をなぜ受け入れるんだ？という質問が多く

ありました。米山記念奨学会とは勉学または研究のため

来日し、大学教育機関に在籍する外国人留学生に対し

て奨学金を支給する事によってロータリーの理想とする

国際理解と親善に寄与することを目的とするサジーさん

ような子供達がまだまだスリランカには大勢いて、サジー

さんはその恩返しに里親さんに感謝しながらスリランカに

住んでいる貧しい家庭の優秀な子供達に支援してあげ

たいという気持ちで元校長先生でいらっしゃった鈴木先

生とスリランカの子供達支援するコスモス奨学金基金と

いう奨学金支援団体を始めたそうです 

現在は自らの私財を投げうって優秀であるが貧しい家

庭の子供達に奨学金を与えるボランティア活動を行って

います。コスモス奨学金は、優秀だが経済的に大変困っ

ている子供達を支援するボランティア団体です。現在

200 名の子供達は日本の里親さんから奨学金をいただ

いております。スリランカの子供達がいくら苦しいことがあ

っても将来の夢を持って、その夢が叶えるまで頑張って

おります。三食が食べられない子供達が大勢いるそうで

すが、学校でお友達のご飯を分けて食べる子供もいます。

また、鉛筆やノートなどもないため、友達と共通で使う子

供も多く見られます。特にコスモス奨学金に参加している

ロータリアンは子供達の健康や食糧まで考えてくださっ

ています。サジーさんは奨学生終えて、学友になって今

まで素晴らしいロータリアンの優しいお心、親切なお言

葉は片時も忘れることができない、その恩を返したい一

心でロータリー奨学金が終わっても学友として、ロータリ

アンの皆様方との交流を大切にし、日本とスリランカの懸

け橋になって交流を続けていきたいと。サジーさんは地

区内多くのクラブとの交流を深めています。このような多

くの米山奨学生・学友は母国のために何とかしたいと思

っている人が多くいます、このような米山奨学生を起点と

した奉仕にチャレンジしてみてはいかがでしょうか？ 

当クラブも国際奉仕・支援を再開します。実際に私ども

のクラブもたまたま地区で委員会を共にして情報交換し

て、それこそ表の話と裏の話と込み入った情報を仕入れ

た上で今回スリランカに奉仕を実行しようという話になりま

した。実際地区に多くのクラブ（銚子クラブは５名の方が

出向されているそうですが）地区に出向して頂いて情報

交換をして実際にクラブに持ち帰るという事が理想です

が、国際奉仕に新たに取り組もうとしているクラブの多く

は資金的、人的パワーを要するクラブです。実際に情報

を仕入れるのは、又聞き、又聞きで聞くよりも実際に行っ

ている人から直接聞くことが大事です。手短に、気軽に

国際奉仕を始めるとなると実際に国際奉仕を行っている

クラブから情報を仕入れて行うほうが実行に移しやすい

のではないかと考えます。地区の国際奉仕委員会を担

当させて頂きまして、当委員会から皆様へのご提案です、

私ども委員会は、台湾なら台湾、スリランカならスリランカ

とその国に奉仕している・またこれから事業を取り組もうと

している・興味のあるクラブや会員が地区内を横断し定

期的に情報交換ができる機会・手段を作れればと考えて

おりますがいかがでしょうか？地区内で、携わっている国

を同じくするクラブ、ご担当者が一堂に会し、情報交換が

でき、またその際には地区内のどなたでもご自由に参加

できる会合を定期的に開催できれば国際奉仕へチャレ

ンジする壁も低くなるような気がします。地区を横断した

国際奉仕の情報交換会はそうした利点もありと考えます

が、国際奉仕を活発にされている銚子 RC の皆さんはい

かがお考えでしょうか？ 

発展途上国を支援する広告に「私たちは貧しい国の

人たちに魚を与えることはしません、但し魚を取る方法を

教えます」ただ魚を恵むだけでは食べてしまえば何も残

らない相手にもらい癖をつけるだけです、今食べるもの

を与えるというではなくどうすれば食べていけるか方法を

教える、おなかがすいて困ることがあっても川に入り海に

入り教わったやり方で魚を取ればいい方法さえ身に付け

れば後は自分たちで生きていけるはずだという考えです。

本当に助けるとはどうゆうことか考えさせられました。 

ロータリーの樹木という事で昨年の地区大会でRI理事

の渡辺さんがおっしゃられました。ロータリアンとして一番

大事なことそれは「自分の事業をつぶさないこと」だ。魚

が欲しいという途上国の人に魚を買って与えるのと魚の

釣り方を教えるのはどっちが有益でしょうか？人それぞ

れの考え方もあると思いますが、国際奉仕委員会では先

ほどの情報交換の場で社会貢献とビジネスが両立でき

ないか？考えてみたいと思います、一人のキーパーソン

頼りの奉仕では先が見えないと思います。夢を語り一歩

踏み出すきっかけにする場に発展すればと思います。こ

れはその場しのぎでなくどこまで続けていけるのかという

長期的な視点から考えました。妙案、対案等ございまし

たら参考にさせていただきますのでご遠慮なくご連絡く

ださい。どうか本日ご参加の皆様から提案がございまし

たら参考にさせていただきますのでご連絡ください 

 昨今、多くの信じられない犯罪が多くあります。 

同じロータリアンであるウシオ電機の牛尾会長の寄稿を

拝見しました。実社会でもそうですが表の道徳とうらの道

徳、これらは長年の経験がものを言います。例えば喧嘩

は素手でやる、一対一でやる、泥棒のおきてなど暗黙の
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次週のプログラム（１１月２２日） 

「ロータリー財団月間に因んで」  

地区財団資金・推進管理委員会 

大野 雅章 様（千葉ＲＣ） 

お弁当：高浦（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

約束事 鼠小僧は貧しい家を襲わない、放火しない、女

性に乱暴しない。任侠映画や地域のお祭りなど裏の道

徳に満ちている。社会というものは建前やきれいごとばか

りで成り立つものではないうらの道徳に裏打ちされた秩

序が保たれ温かみや潤いがもたらされる一面がある。陋

規を知らない人が増え社会はお年寄りからお金を取った

り、数人の男が少年を殺したり、超えてはいけない一線

を越えてしまっている。こうした恥も外聞もない事が横行

するようになったのは陋規を育んできた地域のつながり

が薄れ尊い伝統が失われつつあることも深く関係してい

るように思います。日本の伝統が改革の妨げになると考

えられどんどん失われていく。清規は修繕可能だが陋規

は土台で崩れてしまっては修正が効かないと警鐘を促し

ています。私も日本の長きにわたって支えてきた良き伝

統に今一度目を向ける重要性を実感するとともにロータ

リークラブも一緒でやはり定款細則にはない先輩からの

教え、そしてロータリーの枠から一歩出たそれぞれの業

界での習わしなど自らの事業だけでは得ることできない

知識を得る。これもロータリーの出会いから得るメリットだ

ともいます。それと同時にこうした地域社会に存在感をも

って地域社会の良さを維持していくことも大事な役目と

考えます。 

本年度の世界大会は来年６月、カナダトロントであります。

世界大会を、国際活動に一歩踏み出す、きっかけとして

参加されることをお勧めします。世界大会に参加された

方々からは、①世界大会に参加しなければ経験出来な

い感動と、②国際ロータリーの大きな存在意義を感じるこ

とができると聞いております。地区内で１５０名の参加者

を目標に周知してまいります、皆さんぜひお互い誘い合

って登録されます様よろしくお願いします。 

詩人大岡信の言葉に「眺望は人を養う」という言葉が

あります。山梨出身のノーベル賞を受賞された大村博士

がこの言葉を引用しこう言っています『詩人大岡信は「眺

望は人を養う」と言っていますが私にとってふるさと一番

の自慢は日本を代表する山々に囲まれた風景。この眺

望と自然豊かな環境が人間形成に大きな影響を与え、

研究者人生の土台を育んだ』と。本日卓話させて頂いて

銚子クラブはその風光明媚な環境と、人間山脈も両方兼

ね備えている立派なクラブだと実感しました。ぜひこれか

らも地域に存在感のあるロータリークラブとして今後とも

地区のお手本としてご指導ご鞭撻ください。私自身も自

己研鑽を積み重ね、ロータリークラブの素晴らしい眺望

を守り、地域社会に欠かせない存在として未来へ向けそ

の歯車をとめどなく回していく一歯車になりたいと思って

おります。また機会があれば卓話でなく、メークアップに

参加させて頂きたいと考えております。 

「万物の中で唯一永遠なのは変化だけ」という言葉が

ありますが、私共国際奉仕員会も変化に適応し、皆様に

お役に立てる委員会として頑張ってまいりたいと考えま

す。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。 

結びに今後も変わらぬご指導ご鞭撻をお願い申し上げ

ますとともに本日ご臨席賜りました皆様の益々のご健勝

とご多幸をご祈念申し上げ国際奉仕委員会の卓話としま

す。本日はご清聴誠にありがとうございました。 

 

【出席報告】 

会員総数４０名 出席計算３８名  

出 席：３０名 欠 席： ８名  

出席率 ７８．９５％ 

欠席：青野君・丸山君・大岩君・大里君・信太君 

富永君・鈴木君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】  

11/4千葉科学大学ＲＡＣ10周年 （13名） 

堀米君・石毛充君・金島君・小林君・松本君 

丸山君・大里君・佐藤君・島田君・髙木君 

田中君・寺内君・遠山君 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 5,000 計 ￥249,250 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 22,716 

米山 BOX ￥ 2,457 計 ￥ 24,113  

希望の風 ￥ ―  計 ￥132,100 

Rotary Motor Cyclist Club of 2790 

ツーリング(銚子方面)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドーバーラインを先導する石毛充会員☝ 

 

 

 

 

 

 

自転車で参加した松本会長☝ 
2017．11.3 

 


