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       銚子商工会館４階 

電 話   0479-23-0750 

ファクス  0479-25-8789 
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2018-2019年度 ＲＩ会長テーマ 

インスピレーションになろう 

ＢＥ ＴＨＥ ＩＮＳＰＩＲＡＴＩＯＮ 
ＲＩ会長 バリー・ラシン 

 

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 

ガバナー橋岡久太郎 (佐倉中央RC)  

広報・会報委員会   

委員長 永澤 信  副委員長 島田洋二郎 

委  員  大岩 將道 
  

 
 

今週のプログラム 

「銚子市政について」  

銚子市長 越川 信一様 

 

前回例会報告（１月１６日） 

点鐘：金島 弘会長 

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： 

地区職業奉仕委員長 鵜沢和広様（卓話） 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 

 先週 1月 10日（木）15時より銚子商工会議所

賀詞交換会があり、会長として出席してきまし

た。 

 翌日 11日（金）18時 30分より絶景の宿犬吠

埼ホテルで平成30年度千葉科学大学親和会新年

会が開催され、200名を超える盛大な新年会でし

た。 

本日は国際ロータリー2790 地区職業奉仕委員

長鵜沢和広様の職業奉仕の手引き（実践しよう）

の卓話です。昨日は銚子東クラブで、連日の卓話

を後程宜しくお願い致します。 

 本日は、私の職業の話をしたいと思います。銚

子市の人口は高齢化の一途をたどり、介護保険

による住宅改修は増加傾向です。介護保険には、

公的な介護保険（40歳以上になれば誰しも加入

する）ものと、民間が販売している介護保険（加

入は任意）がありますが、本日は前者について説

明します。また、住宅改修自体についても、次の

2種類があります。 

・介護保険を利用しての住宅改修 

・自己負担での住宅改修 

自己負担で行う場合は、もちろんいつでも行う

ことができます。一方で介護保険による住宅改

修は、一定の条件はありますが、その条件を満た

し、所定の流れに沿って手続きをすれば1割か、

2 割または 3 割負担で行うことができます。大

前提として介護保険の対象になっている必要が

あります。具体的には要支援・要介護になってい

る必要があります。1割負担か、2割負担か 3割

負担かは合計所得金額によって決まります。な

お、介護保険には要支援・要介護の等級によって

利用できる限度額が決められていますが、住宅

本日のソングリーダー 

島田洋二郎会員 
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改修はこれと別枠になり、等級にかかわらず一

律 20 万円（実質 18 万円か 16 万円か 14 万円ま

での支給）となっています。※この枠について

も、例外規定があり、要介護等級が 3 以上上昇

した場合や引っ越しした場合にはリセットされ

ることもあります。 

大まかな流れは 

1、利用者がケアマネージャーになどに住宅改修

を相談する 

2、見積書を工事会社などに依頼する 

3、事前申請をする。 

4、工事を行う。 

5、支給申請をする 

幹事報告 
1. 青少年ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ海外派遣実態

調査ご協力のお願い 

2. 第 20回 RI囲碁大会のご案内 

3. 会長ｴﾚｸﾄｾﾐﾅｰ点鐘時間の変更

について 

4. 冊子「ロータリーの友」誌広報のお願い 

5. 財団寄付月次レポートのご案内 

…ガバナー事務所 

6. 2019学年度世話ｸﾗﾌﾞ引き受けお願いのご案内 

7. 2018-19 年度下期分米山普通寄付金ご送金の

お願い 

8. ハイライトよねやま２２６ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

9. 山形・鶴岡 RC60周年記念式典御案内 

…八日市場ＲＣ 

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) 

結婚記念日  

高橋 宏明会員(1月 15日） 

入会記念日  

島田洋二郎会員(1月 10日） 

佐藤 直子会員(1月 11日) 

創業記念日  

大岩 將道会員(1月 16日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧田中 英子会員 

去る１/１２に我が明治大学ラグビー部が２２

大会ぶりに大学日本一になりました。当日はチ

ケットがとれず、テレビでの観戦となりました

が、私の絶叫応援に家族が冷めた目で苦笑して

いました。 

卓  話 

「職業奉仕の手引き（実践しよう）」 

地区職業奉仕委員長 鵜沢 和広様 

（千葉若潮ＲＣ） 

２０１９年には平成が終わり新しい時代を迎

えます。我々ロータリアンにも変革して行くこ

とが求められています。現在、日本には約９万人

のロータリアンが在籍していますが最盛期には

１２万人を数えました。 

日本はロータリー発祥の地であるアメリカに次

いで第二のロータリー大国でした。（現在はイン

ドに次いで第三位）今世紀に入って欧米先進国

の多くでロータリアンは減少していますが、そ

の中でも日本の減少率が突出しています。メン

バーの退会防止や会員増強が思うほど進まない

のは日本の景気の影響だけでしょうか。日本の

ロータリーはもっと積極的に奉仕活動を行い、

それを世界に発信していくことが求められてい

ます。 

日本のロータリーが大切にしている職業奉仕

は五大奉仕部門の中の第二の奉仕部門でありそ

の他の奉仕部門と同じように奉仕プロジェクト

の実践が必要です。 

自己の職業の品位と道徳水準を高め社会から尊

重される存在になることだけで満足するのでは

なく、クラブが開発した実際の奉仕プロジェク

トに積極的に参加することが求められています。

「三方良しの精神」の「売り手良し、買い手良し」

は経営理念として大切に育み、そして「世間良
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し」は実際の奉仕プロジェクトを企画して実践

することが我々ロータリアンの使命です。職業

奉仕とは自分のスキルや知識・人脈など持てる

ものを使い個人やクラブで時には他の団体と協

力して奉仕対象が明確で効果が期待できるプロ

ジェクトを企画・実践する事です。 

 

ロータリーの目的 
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の

理念を奨励し、これを育むことにある。具体的には、次

の各項を奨励することにある： 

第 1 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること； 

第 2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべ

て価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会として

ロータリアン各自の職業を高潔なものにすること； 

第 3 ロータリアン一人一人が、個人として、また事業およ

び社会生活において、日々、奉仕の理念を実践する

こと； 

第 4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワー

クを通じて、国際理解、親善、平和を推進すること。 

 

 

「職業奉仕」という概念 
「ロータリーの目的」（前頁を参照）は、ロータリーの存在

目的とロータリアンの責務について記した哲学的な声明

です。職業奉仕は、「目的」の第2項を土台としており、

この項で、ロータリアンは次のことを奨励し、育むことが

求められています。 

• 職業上の高い倫理基準 

• 役立つ仕事はすべて価値あるものという認識 

• 社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を 

高潔なものとすること 

職業奉仕はどのように実践できるでしょうか。以下にいく

つかの方法をご紹介します。 

• 例会で、各会員が自分の職業について話し、互いの

職業について学び合う 

• 地域社会での奉仕プロジェクトで職業スキルを生かす  

• 高潔さを重んじて仕事に取り組み、言動を通じて模

範を示すことで倫理的な行動を周囲に促す 

• 若者のキャリア目標を支援する 

• 専門能力の開発を奨励し、指導する 

職業奉仕はロータリーの核心であり、世界中の地域社

会で奉仕を行う土台となるものです。 

 

 

高潔性と倫理 
ロータリーでは、高潔性と高い倫理を重視しています。

その中でロータリアンによって生みだされたのが、「四つ

のテスト」と「ロータリアンの行動規範」の2つであり、職場

や生活のあらゆる場面で倫理的行動を実践するための

指針となっています。 

「四つのテスト」の歴史 

「四つのテスト」は、1932年、シカゴ・ロータリークラブ会

員で、1954-55年度に国際ロータリー会長を務めたハ

ーバートJ. テイラーにより発案されました。倒産寸前の

会社を建て直す役目を担ったテイラーは、仕事におけ

る全側面において従うべき倫理的指針として「四つのテ

スト」を創り、このシンプルな哲学のおかげでこの会社は

倒産を免れました。その後、1934年に国際ロータリー

で採用されて以来、「四つのテスト」はロータリアンが倫

理的行動を判断するための尺度として用いられてきま

した。このテストは、多くの言語に翻訳され、世界中でロ

ータリアンにより推進されています。 

 

四つのテスト 

言行はこれに照らしてから 

1. 真実かどうか 

2. みんなに公平か 

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 

 

 

ロータリアンの行動規範 
「ロータリアンの行動規範」は、「四つのテスト」と並び、

すべてのロータリアンが事業や専門職において指針とで

きる、倫理的行動の枠組みとなるものです。 

ロータリーの職業奉仕では、地域社会のニーズに取り

組み、支援を必要とする人たちが自らの力で生活を立

てていけるよう支援するために、職業の知識とスキルを

活用することが求められます。クラブでの活動や職業を

通じて充実した職業奉仕を実現できるよう、実践的な

アイデアを紹介した本手引きをご活用ください。 

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。 

 

 

スキルと職業 
職業とそのスキルの重要性を認識するロータリーには、

多様な職業や経験をもつ会員がおり、地域社会のさま

ざまな職業、ビジネス、団体とのつながりを生かした活

動が実践されています。会員には、職業スキルを奉仕

に生かし、自らの職業をクラブで代表するとともに、職
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場においてもロータリーの理念を実践する責務がありま

す。 

 

 

職場で高い倫理基準を推進するために 
事業や専門職務のリーダーであるロータリアンは、職場

や地域社会において模範を示し、高い倫理基準を推

進することのできる立場にあります。ロータリアンは、次

のような方法で倫理を実践し、奨励できます。 

• 従業員の雇用、研修、指導において、誠意、責任、

公平さ、尊重について説明し、その重要性を強調す

る。 

• 仕事仲間による模範的な行動を称え、奨励する。 

• 顧客、業者、仕事関係者と接する際は、高い倫理基

準を遂行し、思いやりと熟慮をもって行動する。 

• ビジネスや組織において、社会的・環境的に責任あ

る慣行を推進する。 

 

 

職業研修と職業スキルの向上 
職業人同士の交流を目的として設立されたロータリー

では、より良い地域社会を築くために、職業やビジネス

におけるリーダーが力を合わせ、アイデアを交換し、協

力関係を築くことの重要性を強調しています。ロータリ

ー会員は、職業に関するスキル研修とサポートを人び

とに提供することを通じて、自らの職業スキルの向上に

も努めています。 

 

 

職業研修チーム 
ロータリーの職業研修チーム（VTT）は、実地参加を通

じて職業奉仕を行う機会です。職業の専門知識やスキ

ルを有するメンバーで構成されるチームは、訪問先で

知識を深めたり、研修を実施したりします。また、現地

の人びとや地域全体の知識やスキルを高めることで、

地域社会の人びとが自力で問題を解決できるようにな

り、持続的な変化がもたらされます。ロータリアンはVTT

への参加を通じて、文化交流や国際親善だけでなく、

訪問の後にも持続する影響を残すことができます。 

チームの活動がロータリーの6つの重点分野のいず

れかに該当し、持続可能性と測定可能性の要件を満

たしていれば、ロータリー財団のグローバル補助金を

VTTに利用できます。グローバル補助金を利用するチ

ームは、ロータリーに関する一般知識、リーダーシップ・

スキル、国際経験、重点分野の専門知識を有する少

なくとも1名のロータリアンと、該当する重点分野におい

て最低2年の職務経験を有する少なくとも2名のメンバ

ー（ロータリアンであるなしを問わない）で構成する必要

があります。グローバル補助金によるVTTに関する詳細

は、ウェブサイト（rotary.org/ja/grants）をご覧ください。 

【出席報告】 

会員総数４０名 出席計算３５名  

出   席２２名   欠 席１３名   

出席率６２．８６％ 

欠席者： 青野君・石毛（英）君・村田君・木曽君 

宮内（龍）君・宮内（秀）君・大岩君 

副島君・須永君・鈴木君・米岡君 

高橋宏明君・富永君 

【Ｍ Ｕ】  

1/15銚子東ＲＣ 石毛充君 

1/16次年度８Ｇ会長幹事会 宮内(秀)君・寺内君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

お知らせ 
次年度テーマは「ロータリーは世界をつなぐ」 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

マーク・ダニエル・マローニー会長エレクトが 

2019-20年度の会長テーマ 

「ロータリーは世界をつなぐ」を発表しました。 

ニコニコ BOX ￥ 6,000 計 ￥308,060 

スモールコイン ￥ 2,100 計 ￥ 29,712 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 28,218 

希望の風 ￥ ―  計 ￥176,350 

次週 29日(火）のプログラム 

銚子ＲＣ・銚子東ＲＣ合同例会  

会場：犬吠埼ホテル 

点鐘：18時 30分 

卓話： 

「ロータリー百周年と東京ロータリークラブ」 

ヤマサ醤油㈱ 代表取締役会長 濱口 道雄様 

(東京ＲＣ) 

送迎バス  

銚子駅丸通Ｐ前 １７時４５分 

馬場町交差点前 １７時５０分出発です。 

 

30日(水)は振替休会です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


