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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   田 中 英 子 

副会長   石 毛   充 

幹  事   髙 瀬 幸 雄 

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/ 

2020-2021年度 ＲＩ会長テーマ 

ロータリーは機会の扉を開く 

ROTARY OPENS OPPORTUNITIES 

ＲＩ会長 ホルガー・クナーク 

 

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 

ガバナー漆原 摂子 (勝浦RC)  

広報・会報委員会   

委員長  金島   弘  

副委員長 大岩 將道  委 員 上総 泰茂 
  

 
 

今週のプログラム 

「ハイブリッド例会」 

12：00～ｚｏｏｍ 接続可 

開会点鐘（12：30） 

国歌 君が代斉唱 

ロータリーソング 奉仕の理想 四つのテスト唱和 

会長挨拶 

理事会報告 

誕生・結婚・入会・創業記念日の祝福 

幹事報告 

ニコニコ BOX紹介 

委員会報告 

卓  話（12：40）「印刷の歴史」石毛充会員 

出席報告 

閉会点鐘（13：05） 

 

前回例会報告（１月２０日） 

点 鐘：田中 英子会長 

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： 

地区職業奉仕委員会 委員長 高橋 潤一様 
（新千葉 RC 卓話） 

地区職業奉仕委員会 委員 加藤 仁様(館山 RC) 

会長挨拶 
本日は、国際ロータリー第2790地区職業奉仕

委員長 新千葉ＲＣ 高橋潤一様、同じく、職業奉

仕委員 館山ＲＣ 加藤仁様にお越し頂いており

ます。後程、卓話をお願いしております高橋様に

は、この度の例会短縮についてご理解頂き、誠に

ありがとうございます。本日は、どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

 さて、昨日奨学金交付の為、久しぶりにショハ

ーン君にお会いしました。ショハーン君は来週

からテストということで、来月の第一例会には

出席できないとのことでしたが、2週目の例会に

はぜひ出席したいと申しておりました。現在、シ

ョハーン君はリモートによるインターンの日程

を優先に、その合間にアルバイトを入れ、計画的

に予定を組んで、熱心に研究をしているようで

す。雑談の中で、「銚子は田舎だけど、どうです

か？」と質問すると、「僕は銚子が大好きで、銚

子に希望の企業があれば、このまま銚子で暮ら

したいです。」と申しておりました。銚子から出

ていく若者がいる中で、思いがけず、嬉しい言葉

を聞くことができました。ショハーン君のカウ

ンセラーである大里会員には、折に触れて、お気

遣い頂き、本当にありがとうございます。引き続

き、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 ところで、皆様「ロータリアンの行動規範」を

ご存じでしょうか？これは、「職業奉仕」におい
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て、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されて

います。ご存じの方もいらっしゃるかと思いま

すが、今月は職業奉仕月間ですので、改めて、ご

紹介したいと思います。 

「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。 

5. ロータリーの会合、行事、活動においてハラ

スメントのない環境を維持し、ハラスメント

の疑いがあれば報告し、ハラスメントを報告

した人への報復が起こらないようにする。 

以上、ロータリアンとして、「四つのテスト」

と共に、「ロータリアンの行動規範」を念頭に置

いて行動できるよう、努力していきたいもので

す。 

 最後に、銚子市でも連日コロナウイルス感染

者が出ている中での例会で、会員の皆様にはご

心配をお掛けし、大変申し訳なく思っておりま

す。それを踏まえ、再来週はオンラインを取り入

れたハイブリッド例会を予定しております。そ

の際は、ご協力の程、どうぞよろしくお願い致し

ます。 

幹事報告 
【週報拝受】小見川ＲＣ、館山ＲＣ 
1. 国際ロータリー人頭分担金請求書 

…ＲＩ日本事務局 

2. ＲＬＩパートⅠ開催のご案内 

3. My ROTARY のリニューアルに伴う修正中の問

題について 

4. 「コーディネーターニュース」2021年 2月号 

5. ＲＬＩパートⅠ延期のご案内 

…ガバナー事務所 

6. 各会員への周知と意見表明についてのお願い 

…千葉北ＲＣ 

7. ハイライトよねやま２５０ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会   

8. 令和 2年度第 2回理事会開催について   

…千葉科学大学おうえん協議会 

 
 
 

【例会変更】 

小見川ＲＣ 

１月 20日 (水) 27日(水) 2月3日(水) 

休会定款第8 条第1 節(c)により） 

※緊急事態宣言発令の為、２月７日までの例会は

休会とします。 

銚子東ＲＣ 

1月26日(火)定款第7条第1節(ⅾ)により休会  

合同例会中止 

2月23日(火)定款第7条第1節(ⅾ)により休会  

祝日 

2月2日9日16日例会は新型コロナウイルス感染拡

大防止の為、時間短縮12：30～13：00 お弁当は

お持ち帰りとします。 

※但し、状況により変更の場合がございます。 

会員の記念日   

 

 

 

 

高橋 宏資会員 

(1月 16日)   

 

 

 

結婚記念日 髙橋 宏明会員(1月 15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 なし 

卓  話 「職業奉仕」 
国際ロータリー第 2790地区 

職業奉仕委員会 委員長 髙橋 潤一様 

（新千葉ＲＣ） 

理念選択は実践を否定せず 

実践は理念を否定しない‼️ 

寺嶋パストガバナー 

テーマ「ロータリーは機会の扉を開く(Rotary 

Opens Opportunities)」についての解釈です。
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扉の向こうには、私達ロータリアンが、自分自身

を磨く為の新しい環境や学びの機会があるかも

しれない。あるいは、困っている人々のために役

立つ機会が待っているかもしれない。私達ロー

タリアンは、People of Action（世界を変える

行動人）です。 

4つの戦略的優先事項 

 国際ロータリーとロータリー財団のビジョン

を達成するため、昨年 7 月 1 日より向こう 5 年

間の活動を方向づける、RI の 4 つの戦略的優

先事項は、今般の国際協議会全般を通して強調

されました。改めて以下記載致します。 

１．より大きなインパクトを与える 
ポリオ根絶運動をはじめ地域や世界での私達の奉

仕活動が、周囲に強い印象を与えます。 

２．参加者の基盤を広げる 
年齢・性別・国籍など多様な参加者を募ることで、

多くの新しいアイデアが生まれます。 

３．参加者の積極的なかかわりを促す 
様々な活動に参加者がやりがいを見出せるように

フォローをし、更に次の活動に進んで取り組んで

もらいましょう。 

４．適応力を高める 
研修や親睦活動を通して、クラブの現状そしてロ

ータリーの過去・現在を学び、将来を見据え、柔軟

に対応する能力を身に付けましょう。 

 この 4 つの優先事項の実践は、ロータリーの

ビジョン声明の実現に繋がっています。昨今で

は、4つの行動計画とも言われております。また

この優先事項の土台となっているものは、私達

が昔から大切に守り続けてきたロータリーの目

的であり、4つのテストであり、5つの中核的価

値感といった不変のものです。 

クラブが主役となり、奉仕の理念の実践を！と

いうスローガンを用いたいと思います。 

 奉仕の理念(The Ideal of Service)、すなわ

ち、サーヴィスという考え方、そしてそれは、RI 

事務総長を 32 年間勤めたチェスリー・ペリー

が易しく解説した「他人を思いやり、他人のため

になることをしようという考え方」であります。 

皆様には、強力なリーダー 

シップのもと、まずは 5 年後のクラブを思い浮

かべ、戦略計画の立案をお願い致します。ベテラ

ン・若手等の多様なメンバーから意見を反映す

る戦略計画委員会を立ち上げ、先に述べました

デジタル化時代への適応力を高めることを意識

していただきながら、 
１.クラブの現状分析、クラブの長所と短所を確

認し、 

２.どのようなクラブになりたいのかを熟考の

上クラブのビジョンを掲げ、 

 ３. そのビジョンに向けて、今度は具体的に、

誰がいつ何をしてゆくのかを計画し、年次

目標を立て、それに向かって進んでゆき、 

 ４．毎年、どれだけ年次目標に近づくことが出

来たかをチェックする。 

ロータリーのビジョン声明 

 私たちは、世界で、地域社会で、そして自分自

身の中で、持続可能な良い変化を生むために、人

びとが手を取り合って行動する世界を目指して

います。 

「職業奉仕って何ですか」と私から会員の方に

聞きますと、「自分の仕事をしっかりやることで

しょ」と言われる方がおられます。また、「職業

を通じて社会に奉仕すること」と答えながらも、

「社会奉仕とどう違うのだろうか」と自問自答

される方もおられます。間違ってはいないと思

いますが、それだけではないと思います。もう少

し丁寧な解釈をしないと、これだけで考えると、

間違ったとらえ方になってしまいます。 

また、私が地区内のクラブの例会に卓話でお

伺いした時に、次の３つの質問を受けることが

多くあります。 

 １．社会奉仕と職業奉仕はどのように違うの

ですか？ 

 ２．職業奉仕って具体的にどういう活動をす

るのですか？ 

 ３．職業奉仕を一言で言うとどういうことで

すか？ 

奉仕の理念（理想）とは何かを考えてみましょ

う。 

東日本大震災で、赤ちゃんのおむつが欲しいの

に、毛布ばかり送られてきた。水が欲しいのにパ

ンが連続して救援物資として運ばれた、など、現

地では求めるものと供給できるものとの差があ

り、両者ともに苦労された状況でした。 

して欲しい事と、してあげたい事がうまくマッ

チすれば、素晴しい奉仕になってくるわけです。

相手が望む奉仕をすることを考えて活動するこ

とが大切です。さもないと≪小さな親切大きな

お世話≫となりかねません。色々な場面で「相手

がして欲しいことを、あなたはしてあげなさい」

とよく言われる言葉と合致しています。 

奉仕か親睦か 

親睦は奉仕の苦しさを癒すための娯楽ではあり

ません。親睦は会員同士がより親しくなり胸襟

を開いて語り合い、奉仕することに協力し合え

る雰囲気を作りだすためのもので、会員募集に

親睦の楽しさだけを喧伝するのは良くないこと

と思います。職業奉仕を行うには、例会に出席す
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ることが必要になります。その為にも出席して

楽しい、出席したくなるような例会運営が必要

となり、様々な親睦活動を行うことが重要なの

です。ここに親睦の意味が有るのです。 

 例会出席は、いわば職業奉仕の入口なのです。 

例会の場で職業奉仕に関する話しを会員同士で

語り合い、職業奉仕に関する卓話を聴き、発想の

交換を行い、自らの倫理を高めていくことです。 

そこで例会の内容ですが、職業に関する例会と

職業奉仕に関する例会とは区別しましょう。 

 職業に関する例会でも、前に書いたように社

会奉仕の範疇のものも多くあると思います。 

 取り上げる事象はそれでも良いのですが、そ

の中でどのように倫理を高めて行くかを目的と

されていれば、職業奉仕の例会と言えるでしょ

う。職業奉仕月間の例会として、健康診断や優良

従業員表彰などが行われています。その中に職

業サービスの向上や職業倫理の向上が含まれて

いるでしょうか。職場見学会（職場例会）と言っ

て、他社や施設を訪問し工場の見学で施設だけ

を見て、試飲や試食をしている例会はないでし

ょうか。職業奉仕の例会ですから、職業に関する

施設等で、担当者から職業サービスや職業倫理

についてお話しいただくような例会となってい

れば月間にふさわしい内容と思います。 

職業奉仕を円滑に行うために親睦活動があると

しておきましょう。 

職業奉仕とは 

『職業奉仕とは、職業サービスを念頭に相手の

立場に立った職業活動を行い、相手の喜びを自

分の喜びとしながら、職業人としてのより高い

倫理の向上に努め、世の中に広めていくこと』 

まとめ 

ロータリアンは地域社会において責任ある職

業人として推薦され、認められてロータリーク

ラブに入会しました。高潔な職業人です。米山梅

吉は「ロータリーの例会は人生の道場である」と

唱えております。その例会において学び、考え、

奉仕プロジェクトを職業人としてのスキル・経

験・情報・ネットワークを生かして計画し、立案

した奉仕プロジェクトに対して縦割りの委員会

ではなく、全ての奉仕プロジェクト委員会に関

係する事業と考え、積極的に取り組み、参加・実

行することではないでしょうか？  

まさに「入りて学び、出でて奉仕せよ」と考えま

す。 

東京ロータリークラブ会長 濱口 道雄様 

（ヤマサ醤油株式会社 代表取締役会長） 

 ヤマサ醬油は初代当主の頃より幾度も新規事

業の展開に挑戦されてきました。日本初となる

ソースを製造し米国で販売したり、近年では醤

油の消費量減少に応じて醤油ベースの加工調味

料に注力、また医薬品事業を展開したりと、失敗

を乗り越えながら挑戦を続けられています。 

 一般に保守的なイメージをもたれる「長寿企

業」の実際は、環境の変化をいち早く察知して積

極的に自らを変化することのできる企業である

ということ、またそのためには失敗を恐れずに

挑戦することが重要だと教えていただきました。 

ロータリー行動グループ 

 ご自身の専門的スキルや知識を社会や世界の

ために生かすべく、世界中の人が集まって行動

しているのが、ロータリー行動グループです。さ

まざまな分野のグループがそれぞれ独立して活

動しており、ロータリーの 4 つの行動計画の 1 

つである「より大きなインパクトをもたらす」を

支えるため、プロジェクトの計画と実施のため

に専門知識を提供したり、協力者（パートナー）、

資金などを確保するためのサポートを実施し、

クラブや地区に協力しています。 

【出席報告】  

会員総数３８名 出席計算３３名  

出  席２３名 欠  席１０名  

出席率 ６９．７０％ 

欠席者： 馬場君・廣瀬君・泉君・木曽君 

永澤君・佐藤君・信太君・吉原君 

鈴木君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】  

1/30補助金管理説明会 石毛君・寺内君 

【ニコニコ】 

 

 

ニコニコ BOX ￥  4,000 計 ￥381,500 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 29,243 

米山 BOX ￥  1,850 計 ￥ 31,041 

希望の風 ￥ ― 計 ￥164,170 

次週（２月１０日）プログラム 

「NTT東日本の挑戦」 

東日本電信電話㈱  

取締役千葉事業部長兼千葉支店長  

境 麻千子様（千葉 RC） 

お弁当：入船(幕の内) 

 

 

 

 


