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今週のプログラム 
オンライン例会 

「お金のはなし」  常世田 祐一会員 

前回オンライン例会報告（９月１５日） 

点 鐘： 石毛 充会長 

国歌君が代 

ロータリーソング：奉仕の理想 

会長挨拶 

皆さんこんにちは。本日は、２週間ぶりの例会

です。緊急事態宣言が今月末まで再延長となり

ましたので、オンラインでの開催とさせていた

だきました。銚子市内のコロナ感染者は一時期

より少なくなってきましたが、もうしばらく感

染予防対策として様子を見て参りたいと思いま

す。皆さん、ワクチン接種はお済みになりました

でしょうか。 

私は先週の木曜日にようやく 1 回目を接種する

ことができました。私は集団接種で、旭市体育館

で受けました。皆さん心なしか緊張しているよ

うに感じました。私は接種後２日ほど腕が痛か

ったです。第２回は３週間後の９月 30 日です。

２回目は副反応が大きいと言われていますね。

２回接種を済まされた会員の皆さんはどうでし

たか。 

本日、例会前の定例理事会をはじめてオンライ

ンで行いました。スムーズな進行でした。理事の

皆さんご協力ありがとうございました。 

さて、本日の会報に記載されていますが、2019

年 10月にフィリピン・ミンダナオ島で台風被害

に遭われた方達へのご支援として、友好クラブ

のサウスダバオ RC よりロータリービレッジの

住宅建設が計画され、当時の宮内秀章会長年度

に会員の皆様からの募金とクラブからの募金を

合わせて送金し、この度被災者へ引き渡しが行

われたとの報告を頂きました。サウスダバオ RC

とは数年にわたり交流を続けていましたが、今

はコロナ禍で難しくなってしまいました。 

また、以前ご紹介いたしました、日本人で今年度

セントラルダバオ RC 会長の神田忠さんからも

ご連絡があり「ロータリービレッジ」の式典に出

席されたそうで、「 rotary club of choshi  

japan(RID2790)」と横断幕に記載されている写

真も届いています。 

この様な状況でも情報交換や交流ができるのは

本当嬉しい限りです。 

ちなみに住宅が建てられた場所は、ダバオ市街

から車で二時間ほどの南ダバオ州マグサイサイ

という町だそうです。住民の皆さんの希望の象

徴として建つ素晴らしい住宅をこの目で見るこ

とができたら、と思います。いつか現地に訪問

し、見てみたいですね。 

最後になりますが、今月は会員の皆様の感染予

防対策を考慮し、このままオンライン例会とし

たいと思います。宮内例会運営委員長にはプロ

グラムの予定変更にご苦労おかけし、申し訳あ

りません。また卓話の皆さんには大変ご不便を

おかけします。今後の状況を熟考し、10 月から

は例会場での開催を検討してまいります。 

第 3回定例理事会報告 

１）9月 10月 11月プログラムの件   …承認 

２）観月会の件  …承認 開催中止とする 
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３）千葉科学大学 RAC 20-21 年度決算報告の件 

…承認 

４）市内小中学校へ飛沫防止パネル寄贈の件 

…承認 

５）世界ポリオデー・環境保全プロジェクトの件 

…承認 

６）佐賀・長崎豪雨災害支援金の件   …承認 

幹事報告 

【週報拝受】銚子東ＲＣ、八日市場ＲＣ、佐原ＲＣ 

【活動計画書拝受】小見川ＲＣ 

1. 財団室 NEWS 2021年 9月号 

2. 「ポールハリスとロータリー」ご紹介 

3. 日本のロータリー100 周年ビジョンレポー

ト 2020（資料編）送付の件 

4. 奉仕プロジェクト推進セミナーオンライン

開催のご案内 

5. RI日本事務局「在宅勤務延長」のお知らせ

(2021年 9月） 

6. 2021学年度米山記念奨学生研修旅行延期に

ついて 

7. 地区ホームページ DLP 掲載のお知らせ 

8. 友事務所 9月運営の件 

9. バギオだより第 86号 

10. 米山奨学委員会からアンケートのお願い 

11. 2021年 9月基本的教育と識字率向上月間リ

ソースのご案内 

12. ロータリー文庫 2020年度決算報告の件 

13. 2021年 9月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ １ドル＝110円 

14. 佐賀・長崎豪雨災害支援金について 

15. 祈願プロジェクト縮小に関する各ｸﾗﾌﾞ案内 

16. ＲＬＩ第 1回 DLブラッシュアップ研修会開

催のご案内 

17. ガバナー月信第 13号 

18. ガバナーノミニー・デジグネート（2024-25

年度ガバナー）の公表 

19. ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰﾆｭｰｽ 2021年 10月号 

20. MCRレポート 7月・8 月分 

21. 世界ポリオデーに向けて 

22. 世界ポリオデー トレインジャックプロジ

ェクトについて 

23. 2022-23年度ガバナー補佐決定について 

…ガバナー事務所 

24. クラブ支援奨学金制度 4月採用のご案内 

25. ハイライトよねやま２５８ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

26. 令和３年秋の全国交通安全運動の実施につ

いて 

…銚子市交通安全都市推進協議会 

27. 9/12オンライン茶話会サロンについて 

…銚子市国際交流協会 

28. うみなり第 62号 

…銚子地区保護司会 

【例会変更】 

旭 RC 

9月 3日(金)・10日(金)休会  

定款第 7条第 1節例会（ｄ）による 

12日(日)海岸清掃中止緊急事態宣言中の為 

佐原 RC 

9月2日(木)休会 定款第１０条第５節ａにより 

出席免除例会 

9日16日23日(木)取り消し 

定款第７条第１節（d）により 

30日（木）→定款第10条第5節により全会員の 

出席を免除 

銚子東RC 

9月７日（火）定款第７条第１節（ｄ）により 

休会（新型コロナウイルス感染拡大防止の為） 

21日（火）点鐘 11：00 ガバナー公式訪問の為 

成田空港南RC 

9月23日（木）休会 

30日（木）移動例会 

緊急事態宣言状況により変動あり  

八日市場 RC 

9月 14日（火）定款により休会 

21日（火）28日（火）緊急事態宣言発出の為休会 

 

会員の記念日 

 

 

田中英子会員

(9月 8日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山本 肇会員 

(9月 13日) 

 

 

 

結婚記念日 佐藤 直子会員(9月 15日) 

入会記念日 大岩 將道会員(8月 28日) 

創業記念日 宮内 清次会員(9月 1日) 

田中 英子会員(9月 7日) 
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ニコニコＢＯＸ 

✧大ニコニコ 松本恭一会員 

9月 10日女の

子の初孫が誕

生しました。

しばらく会え

ませんが、や

さしい爺さん

になれるよう

努力したいと思います。

卓  話  

「新入会員卓話」 山本  肇会員   

皆さんこんにちは、NTT東日本の山本肇と申しま

す。本日は卓話のお時間をいただきましてありが

とうございます。この度、前任の副島からバトンを

受継ぎ、歴史あるこの銚子ロータリークラブに入

会させて頂きました。 なにぶん、未熟な若輩で至

らぬ点も多々あると思いますが、今後におきまし

ては皆様の御指導を仰ぐばかりだと存じます。何

卒、よろしくお願い申し上げます。本日は、初めて

の卓話という事で「自己紹介」と職業柄、最近話題

のキーワード「テレワーク」について、僭越ながら

お話しさせて頂きたいと思います。 

先ずは自己紹介をさせて頂きます。 

・私は 1971 年（昭和 46 年）北海道室蘭市に生ま

れまして、高校卒業まで北海道で育ちました。この

9 月に節目の 50歳を迎えます 

・小学校から高校までサッカー部に所属しており

ましたが、今はニュースやテレビ観戦専門です。も

っぱら生まれ故郷北海道のチームを応援すること

が多いのですが、野球王国千葉県はサッカーも非

常に盛んですので、高校野球と同様に高校サッカ

ーにも注目しております。 

・社歴ですが、1994年（平成 6年）に NTTに入社

しまして、主に営業畑、企画畑を中心に電気通信事

業に従事して参りました。勤務地としては東京が

長く、千葉県では 5 年前から千葉市幕張に勤務し

ておりましたが、この 7 月より銚子営業支店長と

して着任しました。現在の職場、住まいは佐倉市に

ございまして、例会には車で銚子に来ております。 

さて、続きまして「テレワーク」について少しお

話させて頂きます。 

★テレワークとは 

テレワークは、「Tele ＝ 離れた」と「Work ＝ 働

く」を合わせた造語で、自宅やサテライトオフィ

ス、移動中など、「いつでも・どこでも」場所を選

ばず仕事ができる柔軟な働き方です。働き方改革

や、昨年から世界的に感染拡大した新型コロナウ

イルスの影響で、一気に注目を集めました。 

しかしまだテレワークを実施されていない企業、

社員の方には、「今更導入したところで効果はある

の？」「何となく運用が難しそう」といった悩みを

お持ちの方も少なくないかもしれません。そこで、

テレワークの必要性と課題、私自身がこの 1 年半

に渡り経験した実体験を交えてお話したいと思い

ます。 

★テレワークの必要性 

その理由は２つあります。ひとつめは、自然災害、

ウィルス感染などが発生した時のＢＣＰ＝事業継

続です。一昨年、千葉県にも大きな被害をもたらし

た台風１５号の時、私は最初、なんとしてでも自宅

の東京都板橋区から千葉市幕張に行こうという意

識でした。 

しかし、途中で考えを切り替えました。最寄りの

サテライトオフィスへ行き、午前中、普通に仕事を

することができたのです。また、今、まさに日々

刻々と状況が変わっている新型コロナウイルスの

感染拡大ですが、このようなときにもテレワーク

により自宅で業務を継続することが必要になって

いるからです。 

もうひとつテレワークを勧める理由は、今年開

催されました東京オリンピック・パラリンピック

等の大型イベント等への対応です。少し前のデー

タですが、ロンドンオリンピック・パラリンピック

大会の時の課題のひとつとして、600社のサンプル

調査によると 20%の企業が「社員の欠勤」を経験し

たことがあげられています。 

日本の企業へのアンケートによると 4 割以上の

企業の皆様は通勤困難に不安を持っています。た

だでさえ普段の通勤時に混雑する交通機関ですが、

オリンピック・パラリンピック期間中は約1,000万

人もの人が交通機関を使って移動すると言われて

おり、更に交通機関の混雑が予想されていたから

です。残念ながら東京オリンピック・パラリンピッ

クは無観客での開催となりましたので、開催地へ

の影響はそれほど大きくなかったようです。 

★テレワークの課題とは？ 

テレワークの必要性はご理解いただけていると思

いますが、テレワークを実施する上での課題とは

なんでしょうか？私がお客様よりよくお聞きする

課題は主に４つあります。 
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・一つ目は、在宅で本当に仕事ができるのか？ 

・二つ目は、テレワークをするためには何を準備

すれば良いのか？ 

・三つ目は情報セキュリティの問題はないのか？ 

・四つ目は勤怠管理はどうすれば良いのか？です。 

これらの課題について、本日は「在宅で本当に仕事

ができるのか？」に絞って、実例を交えてお話をし

たいと思います。 

★まずはテレワークをやってみた①  

～ 実施した人の感想等 ～ 

まず、在宅で仕事ができるのか？という話です

が、私の身近な 2 人の社員にテレワークを実際に

やってみてどうだったか聞いてみました。2人とも

集中して仕事ができると言っています。これは職

場のように周りの話し声や電話の音などで集中が

途切れることがないということもあるようです。

集中できるということは限られた時間でアウトプ

ットを出すことができる・・・生産性も上がるわけ

です。 

また、通勤にかかる時間を削減できるため、その

時間を子供の送り迎えや家事などに使えることは

大きなメリットのようです。よく在宅で仕事をさ

ぼったりしないのか？とか在宅に合う仕事がない

という話を聞きますが、その社員は、子供のイベン

トに合わせて計画的に在宅勤務の予定を組み、そ

の時に集中して取組みやすい業務を実施するなど

の工夫をしているのです。 

例えば資料作成や集計作業、セミナー集客に関す

る運営事務局とのやりとりなどです。 

また、別の社員に話を聞いたところ、いつ会社か

ら連絡がくるかわからないので、事務所にいるよ

りも緊張感はあって仕事がはかどるという方もい

ました。緊張してトイレにいくときもスマホを握

っていくそうです。 

★まずはテレワークをやってみた②  

～実施時のルール、ポイント ～ 

では、実際にテレワークをやるときに、社員とど

のようなコミュニケーションをとっているのかを

お話します。 

まず、在宅でテレワークをする場合は、前日まで

に上長に申告することとしています。当日は、開始

時、終了時にメールにて通知。メール本文には実施

する業務内容も記載します。そして業務実施中は、

電話、メール、必要に応じてオンラインツールでコ

ミュニケーションを取ります。 

よく、相手が見えないので仕事をしているかど

うか不安という声を聞きますが、テレワークを実

施するうえでのポイントは、お互いの「信頼関係」

です。日頃からいつでも話やすい、なんでも言い合

えるような関係を作っていれば、テレワークのと

きでもコミュニケーションは取れるのです。 

また、過度に報告などをさせるとテレワークを

積極的に活用する気持ちもなくなってしまします。

そもそもテレワークの時のみではなく、仕事自体

は最終的なアウトプットなどで評価すれば良いの

ではないかと思います。 

★（最後に）テレワークを実現するポイント 

・まずは「やってみる」 → スモールスタートで、

段階的に普及させることも視野にまずはじめてみ

る 

・社員に便利さを実感してもらう → 順次打ち

手を増やし、社員自体に利便性を実体験させ、意識

を変える 

・（極力）いつもと『変わらない』環境を作る 

・上司、部下のマインドを『変える』 

テレワークはやってみると緊張感を持って集中し

て仕事を実施できるものです。まずは「やってみ

る」、そして社員に便利だなと思ってもらうことが

大事です。そして段階的に拡大していくことが成

功のポイントだと思います。 

本日はテレワークを実施する上での 4 つの課題

のうちのひとつ、「在宅で本当に仕事ができるの

か？」に絞ってお話させていただきましたが、残り

の課題については別の機会がございましたらお話

したいと思います。 

以上で私の卓話を終わらせて頂きます。 

ご清聴、ありがとうございました。   

「信用金庫について」  飯島 良春会員 

７月より会員となりました銚子信用金庫の飯島

でございます。今後ともどうぞよろしくお願いい

たします。本日は卓話という貴重な機会を戴き有

難うございます。新入会員ということでまずは自

己紹介と信用金庫についてのお話しをさせて頂き

ます。 

私は１９５７年３月に銚子市長塚町に生まれ、

育ちまして銚子市立銚子高校（おやま）を卒業後、

銚子信用金庫にはいり４７年目になります。２３

歳で結婚後しばらくしてから妻の弟が亡くなった

関係で妻方に入りまして現在は春日町に住んでお

ります。 

飯島という名前は妻方の姓でございます。４７

年の間に単身赴任で３年ほど銚子を離れた期間は
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ありましたが子供も小さかったことから顔を忘れ

られないよう毎週家に帰っておりました。生まれ

てからずっと銚子に住んでおります。職場も３０

年以上銚子市内におり銚子以外知らないといった

状況です。 

スポーツは現在の体型から相撲でもやっていた

のかとよく言われましたが中学から３０歳を過ぎ

た頃まで最近でこそ人気が出てきましたが暗いと

言われていた卓球をやっておりました。何度か全

国大会や関東大会にも出場させていただきまして

それなりに強かったと自慢しています。オリンピ

ックでも卓球を欠かさず見ていました。 

現在の趣味は船での魚釣りと道の駅めぐりをや

っております。道の駅回りは車を改造しましてベ

ッドを作りまして主に車中泊で廻っております。

訪問は３００駅を超えましたがそれぞれに個性が

あり、おいしいものも沢山あり食を楽しんでおり

ます。能登半島は２周ほど回りましたが温泉も併

設された駅があり輪島や氷見、和倉温泉で海鮮な

どおいしいものがたくさんありました。また、秋田

から山形にかけても朝から温泉に入れて朝食も食

べれるところも多くお勧めのコースです。新潟県

の能生では９時頃から朝食代わりに紅ズワイ蟹を

妻と三杯ずつ食べたこともありました。５年ほど

前には石巻から八戸まで海岸沿いを一般道で走り

ましたが被害の大きさを感じると同時に復興に向

けての力強さを感じたことを今でも覚えておりま

す。道の駅ではありませんがその時に八戸港の朝

市を訪問しましたが５時過ぎには３００件程度の

お店が出ており来場者も非常に多いのには驚きま

した。バンドなども出ており大好きなラーメンも

早朝から食べることが出来、お店によっては行列

もなしており非常に活気がありました。銚子にも

こういったものがあったらなぁと賑やかさはうら

やましいものでした。 

道の駅は現在、全国で１２００近くあり仕事を

引退後には全駅を回りたいと思っております。四

国など「さぬきうどん」の名店巡りを今から楽しみ

にしています。コロナでここ１年半は訪問出来て

いない上、次々と新しい駅が増えていくので全駅

制覇は無理かもしれませんが今後も続けたいと思

っております。 

魚釣りも３０年ほど続けておりますが最近は暑

い、寒いと自分で言い訳をして若い時ほど行かな

くなっております。10ｍぐらいの深さからスカイ

ツリーが入る深さくらいまで手を出しております

が、いつまでたっても下手の横好きから抜け出せ

ないでおります。 

信用金庫の話をさせていただきますが銚子信用

金庫は１９１０年７月に「銚子信用組合」として誕

生し１９５１年に信用金庫法が施行されて信用金

庫に改組されました。本年で１１１年の歴史とな

ります。現在、全国では２５４の信用金庫がありま

す。 

信用金庫は皆様ご存じのとおり株式会社ではな

く協同組織の金融機関です。協同組織運動は１９

世紀に英国において貧富の差の拡大等「株式会社

の弊害」を是正するために生まれました。 

イギリスのロッチデールという町で労働者が集

まり儲け主義ではなく利用者である庶民の生活向

上や相互扶助のために一人一票の民主的な運営を

行う企業組織を作ろうという理想のもとに誕生し

たのが協同組織の起源となります。 

この社会活動がドイツにわたり、それを模範と

して明治期に日本で生まれた産業組合が信用金庫

の起源だそうです。 

この産業組合は「地方自治の基礎」として地方自

治体が社会安定の観点から地域の有力者に設立を

要請するなど公共的な役割が期待されていました。 

ちなみにですが二宮尊徳（二宮金次郎）が説いた

報徳思想に基づく組合や大原幽学の作った先祖組

合も相互扶助の目的でした。 

銚子信用金庫は全国の信用金庫でも比較的歴史

が永いことからみて銚子市は相互扶助的組合設立

の機運が高い土地だったのではないのでしょうか。 

昭和３８年から永く全国信用金庫連合会の会長

を務めた小原鉄五郎という人物がいます。 

この方は東京の城南信金の理事長を永く務めた

方ですが信用金庫業界全体についての活動や小原

哲学とも呼ばれる色々な語録を残し「信用金庫の

神様」とも呼ばれた方でした。 

いくつか紹介したいと思います。「裾野金融」と

いう言葉を皆さんは聞いたことがおありでしょう

か。「富士山の秀麗な姿には誰しも目を奪われるが、

白雪に覆われた気高い頂は、大きく裾野をひいた

稜線があってこそそびえる。日本の経済もそれと

同じで大企業を富士の頂としたら、それを支える

中小企業の広大な裾野があってこそ成り立つ。そ

の大切な中小企業を支援するのが信用金庫であり、

その役割は大きく使命は重い。」と昭和４１年の金

融制度調査会において信用金庫の役割を明確に述

べています。 

もうひとつ紹介します。過激な言葉になります

が「銀行に成り下がるな」ということも言っていま

す。先程申し上げました１９５１年に信用金法が

施行された際に信用金庫ではなく当初は信用銀行

となる予定であったそうです。 

明治の設立当時は収益の見通しもつかない、一

歩間違えれば先祖伝来の財産も失いかねないリス

クのある中で「信用組合」を設立した地域の有力者

であった経営者たち、後継者たち、業界のリーダー

達は銀行が株主の利益目的で設立されたのとは違

い地域社会の繁栄のためという公共的な目的のた

め、世のため人のための公共事業であるという設
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立した経緯から強い自負、プライドがあり「銀行」

案に強く反発をしたそうです。 

当時の銀行局長が申出に対して理解を示し政府

系機関のみが使用していた「金庫」を「金は銀より

上です」といって信用金庫の提案があり使用する

ことになりました。最近オリンピックがありまし

たが単純に文字の意味で銀メダルより金メダルの

ほうが上といった意味だと思いますが業界の先達

者たちは強いプライドを持って先程の「銀行に成

り下がるな」ということを語っていたそうです。 

まだまだ沢山の言葉を残しております。少し前

のテレビドラマで１０倍返しで有名になった池井

戸潤原作の「半沢直樹」というドラマを覚えていら

れるでしょうか。このドラマの中で主人公半沢の

台詞「貸すも親切、貸さぬも親切」や「銀行は雨の

日に傘を取り上げ晴れの日に傘を貸す」という言

葉もこの方が言ったものです。 

この方が理事長を務めた信用金庫は最近でも小

泉元総理と一緒に脱原発運動を行ったりしていま

す。震災からの復興を目的に全国の信用金庫のお

客様同士を結び付ける活動にも非常に熱心で私ど

もも活動に参加させていただいています。 

一昨年になりますが福島県の信用金庫のお客様

が産業廃棄物である貝殻のリサイクル事業を始め

るにあたり安定的に貝殻が必要となることから海

辺の信用金庫である銚子信用金庫に城南信用金庫

を介し問い合わせがありました。全店から情報を

集め情報提供をしたところ直ぐに契約となった事

例がありました。廃棄していたものを再利用した

いという事業者とコストをかけて産業廃棄物とし

て処理をしていた事業者の両社にとっていいお話

でした。環境にも懐にもやさしい事業のお手伝い

が出来たものと思っております。 

信用金庫の設立に際しての理念的なものをお話

しさせていただきましたが信用金庫の 3 つのビジ

ョンを紹介いたします。 

・中小企業の健全な発展 

・豊かな国民生活の実現 

・地域社会繁栄への奉仕 

銚子信用金庫の経営理念は次の通りです。 

・地域の最良のパートナーとして常に地域と共

に歩む。 

・柔軟で創造性の高い組織力を発揮し地域金融

機関としての使命を全うする。 

・秀れた人材を育成し豊かで活力あふれる未来

を創造する。 

信用金庫と銀行はほぼ同じような業務を行って

おりますが大きく違うところは理念ではないかと

私自身考えております。 

入会したばかりではございますが「ロータリー

の目的」や「ＳＤＧｓ」に通じるものがあるのでは

ないかとも思っています。 

本日はつたない発表でありましたが少しでも信

用金庫を知っていただくことが出来たら幸いです。

ご静聴有難うございました。 

【出席報告】  
オンライン例会 出席率 １００％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場参加 9 名 オンライン参加 16 名 

 

 

【Ｍ Ｕ】  

9/17交通安全出発式 石毛君・金島君・大里君 

 

 

 

 

 

密集・密接を

避ける為、各

団体 2 名以内

の参加 

交通安全功労者表彰：金島弘会員 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 10,000 計 ￥103,000 

スモールコイン ￥  ― 計 ￥  5,300 

米山 BOX ￥  ― 計 ￥  5,000 

希望の風 ￥  ― 計 ￥ 20,000 

次回（９月２９日）プログラム 

オンライン例会 

「ハワイの伝承文化 フラダンスとは？」 

多部田 恵子会員 
 

 

 

 

 

 

 


