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2021-2022年度 シェカール・メータＲＩ会長テーマ    ２７９０地区ガバナー 梶原 等（千葉ＲＣ） 

SERVE TO CHANGE LIVES                 地区スローガン Love Other Spirit 

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために        〜繋ごう次世代へ 夢ある未来に向けて〜 

製作◇広報・会報委員会 多部田恵子 廣瀬修一 大岩將道 宮内秀章◇ 

 

今週のプログラム 

「新入会員卓話」工藤 守利会員 

 

前回例会報告（１２月１日） 

第６５回年次総会 

定足数確認：会員４０名 出席２４名 

会員総数の３分の１をもって成立 

（細則第５条第３節）須永幹事総会成立確定報告 

現年度会計中間報告・前年度財務報告の件 

会計常世田会員 報告 

次年度役員選出の件 

島田洋二郎指名委員長 指名報告 

（定款第７条第２節・細則第５条第１節） 

２０２２―２３年度  

会 長：髙瀬 幸雄 

副会長：佐藤 直子 

理 事：上総泰茂・泉 英伸・高橋宏資 

    廣瀬修一・松本恭一・石毛充(直前会長） 

幹 事：淵岡彰介 会 計：常世田祐一 

例 会 

点 鐘： 石毛 充会長 

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 

ビジターなし 

 

会長挨拶 

皆さんこんにちは。今日から 12月ですね。今

年も残すところ１か月となりました。朝の気温

も下がり、月曜日朝の出勤時、車に乗りましたら

フロントガラスが凍っていました。いよいよ本

格的に冬の到来です。冬型の気圧配置が強まっ

てはきたものの、今年は木枯らし 1 号の発表は

なかったようです。また、気になる新型コロナウ

イルスの新たな変異株「オミクロン株」の出現が

ありました。不明点が多く強い感染力があるよ

うで世界中で警戒されており、特に成田空港で

は水際対策の厳戒態勢か続いているそうです。 

さて昨日は、宮内龍雄さんが八日市場ロータ

リークラブで卓話をされるとのことで、須永幹

事とメーキャップに行って参りました。テーマ

は、龍雄さんがいつも熱く語ってくださる「刀の

話」です。映像を見ながらの説明で、会員の皆さ

んはとても興味深く聞き入ってくださり、特に

持参した本物の刀を手にとって熱心に見ている

会員さんもいらっしゃいました。 

今回の卓話依頼は昨年度に行う予定だったもの

ですが、コロナウイルス感染拡大により延期に

なり、１年越しの卓話となりました。ということ

で、今回卓話を始める前、ちょっとした演出を考

えてみました。三人で、かみしもにちょんまげで

登場し、しっ

かりとつかみ

をとっておき

ました。龍雄

さんお疲れ様

でした。 

最後になりま

すが、コロナ

ウイルス第 5 波がやっと落ち着きを見せるよう

になり、昨日千葉県内の新規感染者の発表がな
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かったのは約 1 年 5 ヶ月ぶりとの事です。これ

から年末年始を迎えます。今年の正月は感染拡

大により緊急事態宣言が再発令されたことを思

い出しました。国際空港を抱える千葉県です。水

際対策を強化し、変異株の侵入を防いでほしい

です。私たちも引き続き、気を緩めず基本的な感

染対策を徹底して行いましょう。 

 

幹事報告 
1. MCRレポート 10月分 

2. 風の便り Vol.7 No4 (通刊 86号) 

3. 財団室 NEWS 2021年 12月号 

4. 12月友事務所の運営に関するお知らせ 

5. RI 日本事務局「在宅勤務延長」のお知らせ

(2021年 12月） 

…ガバナー事務所 

6. RLIグループ内の現況報告 

…地区 RLI推進委員会 

7. 2020-21年度事業報告 

…一般社団法人ロータリーの友事務所 

【例会変更】 

旭 RC 

12月 24日(金)夜間例会点鐘 18時 30分 

   31日(金)定款第 7条第 1節(d)により休会 

 

 

 

 

 

 

 

会員の記念日  

結婚記念日 山本  肇会員(11月 28日) 

      宮内 龍雄会員(11月 30日) 

創業記念日 淵岡 彰介会員(11月 29日) 

上総 泰茂会員(12月 1日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧宮内 龍雄会員  

国のものづくり補助金ゲット、うちのムコさん

は運がいい！当確率３０％です。 

 

✧石毛充会長・須永清彦幹事 

宮内龍雄会員、昨日八日市場ＲＣでの卓話お疲

れ様でした。 

 

卓  話  

「職業奉仕に思う」  高橋 宏資会員 

本日は、職業奉仕について皆さんと一緒に考

えてみたいと思います。 

 現在では、5大奉仕の中でもだんだん影が薄く

なりつつあるのが職業奉仕です。国際ロータリ

ーでは、個人奉仕より団体奉仕に力を入れてい

ます。I serve より We serve ということ

です。本来、ロータリーは奉仕する団体ではな

く、個人で奉仕する人たちが集まって知恵を出

し合い、奉仕する人々を育てるところです。これ

は、ロータリアンの参考書であるガイ・ガンディ

カー氏の「ロータリー通解」の中に、そして日本

人ロータリアンのバイブルでもある決議 23-34

に謳われています。 

 そもそも職業奉仕という言葉は辞書にも載っ

ていないもので、職業と奉仕は相反する内容の

言葉であって分かりづらく、ロータリー独自の

造語です。では、職業奉仕の目的は何か、何を目

指しているのかをここで考えてみましょう。 

 まず、ロータリーの憲法に当たる「ロータリー

の目的」Object of Rotary 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

とにあるとあります。その目的の第 2 には、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

ととあり、職業奉仕を掲げています。また、目的

の第 3 には、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において日々奉仕の理念

を実践することとあり職業奉仕の基本となって

います。 

 では、‘奉仕の理念‘とは、ロータリーでは個

人生活、社会生活、職業生活において利己的欲求

は最小限にとどめ、常に最大利他の究極を求め

続けていこうとするロータリーの奉仕哲学であ

ります。また、シェルドン氏は、奉仕とは「利己

と利他との調和である」と言い、佐藤千寿さん

は、「奉仕とはお勤めを果たすこと」と書いてい
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ます。 

 決議 23-34 にも、ロータリーとは利己と利他

の調和を目的とする人生の哲学であるとありま

す。 

 ロータリーの文献を紐解いても、職業は私た

ちが生きるためのものであるけれど、職業には

もっと本質的な意味があり、あらゆる職業人が

お互いに専門を分担してそれぞれの責任を果た

すことによってこの社会を創り上げることとあ

ります。 

 それらを考えて、職業奉仕の現実的な目標は、 

① 個々の会員の向上――――倫理や道徳を学

ぶこと 

② 会員の事業における向上―――働きやすい

職場を作り、顧客を増やして、利益を生み出

すこと 

③ 会員の属する業界全体の向上―――職業自

体の価値や品位を高めること 

④ 会員の属する家庭・地域・国・社会全体の向

上――個々の職業の繁栄により社会を住み

やすくすること 

ポールハリス氏の「ロータリーへの道」にも、

ロータリーの会員になることは自分の所属する

同業組合にロータリーの理念と綱領を広める義

務があることを忘れてはならないとあります。

また、シェルドン氏は、職業はすべて社会に尽く

す手段でなければならないと言っています。そ

して、職業奉仕とは、継続的な利益をもたらす顧

客を獲得するために行うあらゆる活動のことと

あります。職業奉仕の実践による受益者はロー

タリアン自身です。まず、自分の事業を建設的に

発展させることで対社会的活動の可能性を広げ

てください。 

我々は、人間として個人として、職業を通して

住みやすく暮らしやすい社会を創るように奉仕

していかなければならないし、それなりの報酬

を社会から還元されるようになっています。そ

の為には、４つのテスト、ロータリーの職業宣

言、ロータリアンの行動規範等を参考にして、自

己の職業を磨く必要があります。そして、職業奉

仕は報酬が伴う奉仕活動であることを深く頭に

刻んでください。 

すなわち、『最もよく奉仕する者、最も多く報

いられる』です。 

委員会報告  淵岡彰介社会奉仕委員長  

 

薄暮時街頭監視 

日時：１２月１７日（金） 午後４時～５時 

場所： 銚子大橋交差点 

※参加者はメークアップの対象となります。 

御多忙中のところ恐縮ですが、よろしくお願い

致します。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、 

12/15(水)午後６時～交通安全・防犯運動合同出

動式「歳末特別警戒パトロールは、各団体 2 名

以内の参加となります。 

 

【出席報告】  

会員総数 ４０名  出席計算 ３６名  

出  席 ２４名  欠  席 １２名  

出 席 率  ６６．６７％ 

欠席者：飯島君・五十嵐君・木曽君・村田君 

松本君・宮内(秀)君・大里君 

佐藤君・信太君・鈴木君・吉原君 

高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】 

11/30八日市場 RC 

石毛君・宮内(龍)君・須永君 

12/3第 8グループ会長幹事会 石毛君・須永君 

12/4米山学友忘年会 大里君 

12/7両 RC会長幹事会 

淵岡君・石毛君・須永君・髙瀬君 

12/7銚子東 RC 石毛君・須永君 
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 【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【私の一言】 「良 心」 宮内 清次会員 

 平成 23 年 3 月 11 日東日本を大地震、大津波

が襲いました。クラブでは、第 1 弾として４月

気仙沼の支援に入り、そして第 2 弾として 8 月

27・28日、石巻市および女川（金華山）を慰問

に訪れました。現地ロータリアンの協力による

差し入れ弁当を

現地近くの道路

空き地でご馳走

になったことを

鮮明に覚えてい

ます。前回より

被災地は道路な

どがだいぶ片付けられていました。女川の駐在

所前の横断歩道の白線は、海水より 1 メートル

下に鮮明に浮き出されていました。一方目を転

ずると 3 階建てのビルが、ひっくり返って基礎

部分の大きな柱が、天を衝いていました。仮設住

宅付近の体育館や学校は、支援物資でいっぱい

になっていましたが、運動場には、自衛隊の風呂

の設置など整い生活の前進が見られました。仮

設住宅へ物資を届けた際、住民と長い時間談笑

しました。この件については、紙面の都合上割愛

します。   

さて、日程が全て終わりホテル（花ごごろ新富

亭）で夕食を済ませました。そこで夜の街へ出よ

うか出まいか自問自答しましたけど、ホテルに

聞くと歩いて 5，6分先にあるとの事で皆一致し

て訪問しました。マスターらしき人が、大きな岩

の上で来客を待っていました。客は一組くらい、

ホステスは 6，7 人いました。親を亡くした人、

家を流された人、兄弟が不明の人など全てが被

災者でした。被災のリアルな状況を訴えている

さまは、同情と涙を誘いました。高橋先生や宮内

龍雄さんの配慮により請求額より数倍の飲食代

をおいてきたのを覚えています。スナックを出

ると頬を撫でる風はもうすっかり秋色になって

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥13,000 計 ￥204,000 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 16,400 

米山 BOX ￥ 2,035 計 ￥ 14,735 

希望の風 ￥19,000 計 ￥ 87,050 

次週（１２月１５日）プログラム 

  

開会点鐘 12 時 30 分 

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 

会長挨拶 

乾 杯 

食 事 

お弁当：犬吠埼ホテル(クリスマス特別メニュー) 

会員の記念日祝福・幹事報告 

ニコニコ BOX 紹介・委員会報告 

RAC 助成金交付・米山奨学金交付 

卓 話 会員卓話 

出席報告 

閉会点鐘 13 時 30 分 

記念撮影 

 

※欠席される場合は前日までにご連絡下さい。 

 

 

 

 

 

多数の御出席をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

石毛充・信太秀紀・植田正義・宮内龍雄・藤崎真義 

島田洋二郎・高橋宏資・髙木浩一・宮内秀章・宮内清次 

宮崎裕光・上総泰茂（参加者：銚子 RC 会員 12 名） 

 


