
  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

第３０７４号（２０２０年１月２９日発行） 
 

 

      

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  宮 内 秀 章 

副会長  田 中 英 子 

幹  事  寺 内 忠 正 

会  計  常世田 祐 一 

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/ 

2019-2020年度 ＲＩ会長テーマ 

ロータリーは世界をつなぐ 

ROTARY CONNECTS THE WORLD 

ＲＩ会長 マーク・ダニエル・マローニー 

 

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 

ガバナー諸岡 靖彦 (成田RC)  

広報・会報委員会   

委員長 石毛 英俊  副委員長山崎 芳樹 

委  員 大岩 將道 
  

 
 

銚子ＲＣ・銚子東ＲＣ合同例会 

令和２年 1 月 29 日(水) 太陽の里 

（進行）髙橋宏資ＳＡＡ 

例 会 

18:00 

開会点鐘   宮内 秀章会長 

国歌君が代斉唱 

ロータリーソング「四つのテスト」 

ソングリーダー櫻井 公恵会員 

お客様紹介  髙橋 宏資ＳＡＡ 

会長挨拶   宮内 秀章会長 

幹事報告   寺内 忠正幹事 

        

卓話者紹介  石毛  充例会運営委員長  

18:20 

卓  話  「落語の楽しみ方」 

        桂 竹千代 様 

謝  辞   宮内 秀章会長 

出席報告   両クラブ出席委員長 

 

19:10 

閉会点鐘   宮内 秀章会長 

 

懇親会 19：20～ 

（進行）米岡孝親睦委員長 

 

 

前回例会報告（１月２２日） 

点鐘：宮内 秀章会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ビジター紹介： 

地区職業奉仕委員長 高橋 潤一 様（卓話） 

会長挨拶 

皆さん、こんにちは。本日は地区職業奉仕委員

長の高橋潤一様にお越しいただいております。

後ほど、卓話の方よろしくお願い致します。 

さて、先週の１月１７日は淡路阪神大震災が

発生してから２５年を迎えました。犠牲者の皆

様には改めてお悔やみを申し上げます。このよ

うな災害は幾度となく我々に襲い掛かってくる

わけですが、多くの悲しみと共に乗り越え、そし

て気が付くことも沢山あるかと思います。 

ここで今年１００周年を迎える東京クラブが、

関東大震災で大きな転機を迎えたお話しをした

いと思います。 

当時、東京クラブの会員の選考は極めて厳格
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で、超一流人である上に英語の話せる人という

条件があり、誰もが認める大実業家ばかりの集

まりだったそうです。 

ところが、１９２３年９月１日関東大震災が発

生しました。ＲＩにも東京、横浜が崩壊したと伝

えられ３日後の９月４日にはＲＩから電文が届

いたそうです。 

その電文には、ＲＩ及び全ロータリークラブを

代表して深甚なる同情の意を表す。なんでも手

伝うことがあれば幸いですと書かれ、当時のＲ

Ｉ事務総長のチェスレーペリーは直ちに２５，

０００ドルの義援金をクラブに送ってきたそう

です。そして、これをきっかけにシカゴロータリ

ークラブをはじめ５０３におよぶクラブから義

援金や救援物資が送られてきて、金額にすると

８９，０００ドルに達しました。これを見て腰を

抜かすほど驚いたのが日本のロータリアンでし

た。 

今までロータリーなどと思う軽い気持ちもあっ

たのかもしれませんが、この関東大震災が発生

したことにより初めてロータリー運動の何たる

かを知り、ロータリーは大変な組織だというこ

とに気が付いたそうです。 

金額の大小は別といたしましても、仲間を大

切にする意識、更には１００年近くも前の時代

に至っても奉仕に対する行動のスピードには学

ぶところも多く、深く感銘いたしました。 

以上で終わります。 

 

幹事報告 

1. 国際ロータリー人頭分担金請求書 

…国際ロータリー 

2. 地区大会バス駐車場について 

3. コーディネーターニュース 2020 年 2 月号

のご案内 

…ガバナー事務所 

4. インターシティミーティングのご案内 

…第 8グループガバナー補佐石井哲也様 

5. 令和元年度第 3回理事会開催について 

…千葉科学大学おうえん協議会 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

会員の記念日  

誕生日おめでとうございます。 

髙橋 宏資会員 

(1月 16日) 

 

結婚記念日 桜井 広和会員（1月 21日） 

創業記念日 大岩 將道会員（1月 16日） 

宮内 龍雄会員（1月 20日） 

ニコニコＢＯＸ  

✧島田洋二郎会員 

高橋潤一委員長には銚子の６０周年式典も合せ

て何度も銚子の地へおはこび頂き有難うござい

ます。今日は卓話よろしくお願いします。 

✧宮内清次会員 

昨年２月生まれの曾孫が１０ケ月で歩けるよう

になりました。今年の正月にはかけ足をしてい

ました。 

✧寺内忠正幹事 

先日、八日市場ＲＣ移動例会相撲観戦に参加し

てきました。楽しかったです。 

✧櫻井公恵会員 

来月２月６日(木)銚子市体育館におきまして年

に一度の弊社食品展示会を開催します。ご関心

ある方は是非お声掛けください。招待状をお渡

しいたします。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ニコニコ BOX を紹介する米岡親睦活動委員長 
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卓 話 

「職業奉仕月間卓話」 

地区職業奉仕委員長 高橋 潤一様 

           （新千葉ＲＣ） 

 クラブ奉仕は、本クラブの機能を充実させる

ために、クラブ内で会員が取るべき行動に関わ

るものである。 

 職業奉仕は、事業および専門職務の道徳的水 

準を高め、品位ある業務はすべて尊重されるべ

きであるという認識を深め、あらゆる職業に携

わる中で奉仕の理念を実践していくという目的

を持つものである。会員の役割には、ロータリー

の理念に従って自分自身を律し、事業を行うこ

と、そして自己の職業上の手腕を社会の問題や

ニーズに役立てるために、クラブが開発したプ

ロジェクトに応えることが含まれる。 

 社会奉仕は、クラブの所在地域または行政区

域内に居住する人々の生活の質を高めるために、

時には他と協力しながら、会員が行うさまざま

な取り組みから成るものである。 

 国際奉仕は、書物などを読むことや通信を通

じて、さらには、他国の人々を助けることを目的

としたクラブのあらゆる活動やプロジェクトに

協力することを通じて、他国の人々とその文化

や慣習、功績、願い、問題に対する認識を培うこ

とによって、国際理解、親善、平和を推進するた

めに、会員が行う活動から成るものである。 

 青少年奉仕は、指導力養成活動、社会奉仕プロ

ジェクトおよび国際奉仕プロジェクトへの参加、

世界平和と異文化の理解を深め育む交換プログ

ラムを通じて、青少年ならびに若者によって、好

ましい変化がもたらされることを認識するもの

である。 

 職業奉仕の現場では、ロータリアン各自、ある

いは、ロータリアンのグループに任されている

ともいえます。奉仕の現場の状況、問題、可能性

は非常に多様で、奉仕はそれに対応して実行さ

れなければならないので、ロータリアン個人が、

自分自身に対して「自分の職業活動に奉仕の理

想を適用するには、具体的に何をすればよいの

か」を問いかけ、それに対して自ら答えることに

よって、効果的な職業奉仕を実行することが出

来るのです。 

 ここで一つ問題になるのは、日本の一般社会

では、奉仕という言葉が、国家、社会のために無

償で献身的につくすこと、あるいは、客のために

商品を特に安価で売ること、というふうに理解

される場合があります。そのために、職業奉仕と

いう言葉に違和感を感じて、「職業奉仕は分りに

くい」と考えるロータリアンが跡を絶たないの

です。「自分の職業なのに、それが奉仕とは何の

ことか？」という感覚なのかも知れません。奉仕

をサービスと言い換えても事情は変わりません。

日本語のサービスは客のために商品を特に安価

で売ることと解釈されることが多いからです。 

 つまるところ、サービスの概念をよく理解し

たうえで、自らの立場で社会のニーズを満たし

ていくことを、職業人の責務と考えて実行する

のが職業奉仕の基本ということを、ロータリア

ン一人一人に認識してもらうのが、問題解決の

道ということになるのだと思います。 

 次に、会員の職業奉仕活動を支援する立場に

あるクラブの職業奉仕委員会、あるいは、名称は

違っても、職業奉仕に関わる委員会の役割につ

いて考えて見たいと思います。ロータリーの奉

仕活動の実践は個人奉仕が原則であって、クラ

ブが行う奉仕活動は会員の訓練のための例示、

あるいは、会員個人の職業奉仕活動の手本であ

ることが、決議 23-34 の第 6 条ｇ項に明記され

ています。 

 ロータリークラブは職業を絆とする人達の集

まりですから、まず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です。その

ような会員を育てる道場が、ロータリークラブ

であり毎週の例会なのです。例会での異分野の

人たちとの交流を通して自己の道徳的能力、専

門的能力を高め、その成果を職場に持ち帰って

職場の人達やその関係者の能力向上に努め、そ

の成果を再び例会に持ち込んで、異分野の会員

と情報交換するということの繰り返しで、さな

がら螺旋階段を昇るがごとくに、自己の道徳的、

専門的能力を高めていくのが、例会出席の意義

です。そのためのプログラムの立案・実行、すな

わち「入りて学び、出でて奉仕せよ」のための研

修と勉強会の支援がクラブ職業奉仕委員会の大

切な役割です。 
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【出席報告】 

会員総数４１名 出席計算３７名  

出 席  ３０名  欠 席    ７名  

出席率 ８１．０８％ 

欠席者：木曽君・松本君・村田君・副島君 

鈴木君・富永君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】  

1/28次年度第 8グループ会長幹事会 田中君 

【ニコニコ】 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ホルガー・クナーク会長エレクトが 

(ドイツ、ヘルツォークトゥム・ラウエンブルク・

メルン・ＲＣ所属） 

2020-21年度テーマ 

「ロータリーは機会の扉を開く」を発表。 

 

 

 

 

 

 

 

 

このテーマは、ロータリアンがリーダーシップ

を強化する機会をつくり、奉仕の理念を行動へ

と移し、支援を必要とする人びとの生活を向上

する活動を行うようロータリアンを喚起してい

ます。 

 

 

 

 

 

千葉科学大学ローターアクトクラブ例会 

日時：１月３１日(金)点鐘１２時３０分 

会場：危機管理棟３階共同ゼミ室 

内容：3か国交流会の進捗 

次年度役員の選出を予定 

※出席される方は、当日の 10時までに 

銚子ＲＣ事務局までご連絡下さい。 

                    

2019-20 年度 国際ロータリー第 2790 地区 

地区大会 

 

日時：２月９日（日） 8：30 受付 
会場：アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張ホール 

９：30 開会・点鐘 

10：50 記念講演 

演題：「千葉から考えるグローバルとローカル」 

講師：千葉大学理事・副学長 山田 賢氏 

12：40パフォーマンス 

成田高等学校・同付属中学校音楽部 

大会議事 表彰・報告・発表等 

閉会・点鐘 

16：20 大懇親会 

 

                              

 

第 8グループ インターシティミーティング 

日時：３月８日(日) 受付開始 13：00  

会場：犬吠埼ホテル（送迎バスが出ます。） 

13：30点 鐘  

基調講演 

株式会社帝国ホテル東京料理長 杉本 雄様 

１５：３０ 懇親会 

１７：３０ 閉 会 

※申し込み締め切りは 2/18迄となります。 

 

ニコニコ BOX ￥14,000 計 ￥388,010 

スモールコイン ￥ 2,951 計 ￥ 29,421 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 29,555 

希望の風 ￥ ― 計 ￥172,000 

次週２月５日のプログラム 

「スリランカ国の子供達への支援活動と 

子供達の状況について」 

コスモス奨学金 代表 鈴木 康夫様 

スリランカクラブ会長 石井  弘様 

        

お弁当：黄鶴(中華） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お 知 ら せ 


