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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 

「歩き続けるとき」 

信太 秀紀会員 

前回例会報告（２月９日） 
点 鐘： 石毛 充会長 

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：  

地区奉仕プロジェクト統括委員会 

委員長 猫田 岳治様(柏南ＲＣ) 

会長挨拶 

皆さんこんにちは。暦の上では春の訪れを告

げるという立春到来。しかし、まだまだ寒い日が

続きます。明日の天気予報では雪とのことです。

体感で感じる春はまだ先のようですね。 

まず、先週の例会終了後に櫻井広和さんに米

寿のお祝いをお届けして参りました。とてもお

喜びいただき「この季節はまだ寒いので、暖かく

なったら例会に出席しますよ」とのこと。皆さん

に宜しくお伝え下さいとおっしゃっておられま

した。とてもお元気でした。出席される日が楽し

みですね。 

さて、明後日の 11日は建国記念の日です。皆

さんもご存知かと思いますが「日本という国が

できたことを祝い、自国を大切に思う気持ちを

育む」という、とても大切な日でもあります。日

本の国の起源は歴史の上で様々な議論がありま

すが、一般的に神話に基づいて、初代天皇とされ

る神武天皇が即位した日とされます。日本はそ

の紀元前 660年 2月 11日を「紀元節」と明治時

代から呼び、大切にしてきた民族です。 

戦後「紀元節」が廃止され、その後建国を記念す

るため「建国記念の日」が 1966 年(昭和 41 年)

に国民の祝日として制定されました。ちなみに

建国記念の日は日本国が建国された日ではなく、

建国されたことを祝う日ということなのです。 

改めていくつかの神話もあります。 

天の岩戸、ヤマタノオロチ、いなばの白うさぎ、

など子供の頃に聞いた神話をもう一度調べたく

なりました。 

最後になりますが、先日の日曜日、母親と一緒に

猿田神社にお詣りに行って来ました。その時猿

田先生の奥さんとお会いし、私の母親と奥様が

同年生まれだったことに驚きました。奥様が私

の母と手を取り合って喜び、「来年もお会いしま

しょうね」と約束している姿を見て「ほっこり」

とした気持ちになりました。 

幹事報告 
【週報拝受】小見川ＲＣ 

1. 2021米山奨学生修了式ご案内 

2. ＭＣＲレポート １月 

3. 2021-22 年度地区大会記念誌地区ホームペー

ジ掲載のお知らせ 

…ガバナー事務所 

4. 2022-23 年度版ロータリーの手帳お買い上げ

のお願い 

…一般社団法人ロータリーの友事務所 

5. 確定申告用領収証送付 



 

−2− 

…公益財団法人ロータリー日本財団 

6. 2022 年国際ロータリー年次大会参加旅行のご

案内 

…T-LIFEパートナーズ㈱ 

7. 令和 4 年春の全国交通安全運動実施計画説明

会の開催 

…銚子市交通安全都市推進協議会 

会員の記念日  

入会記念日 大里 忠弘会員(2月 5日) 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧石毛 充会長 

本日は、奉仕プロジェクト統括委員会委員長猫

田岳治様ようこそ銚子クラブへおいで頂きあり

がとうございます。 

 

✧小田島 國博会員 

2/4 本通りゴルフ会で

優勝しました。スコア

は 100を切り 98でした。

次回から 95、90、85を

切ったらニコニコをだ

せる様努力します。 

 

 

 

✧櫻井 公恵会員 

本日の会報の 4ページ

目に「私の一言」をの

せていただきました。

ぜひこのＱＲコード

から 

傷病手当

金の改正

のニュースをお読みいただき皆様

の会社でも有効にご活用ください。古新聞をお

持ちの方は先週 2/3 の朝日新聞生活面の記事も

ご覧くださいませ！ 

 

 

卓  話 

「入りて学び、出でて奉仕せよ」 

地区奉仕プロジェクト統括委員会 

委員長 猫田 岳治様(柏南ＲＣ) 

「ロータリークラブはボランティア団体であ

る。」とよく言われます。しかし、本当にそうで

しょうか？正確には、「奉仕をする人が集まる団

体」、「奉仕をする人を育てる団体」なのではな

いでしょうか？我々は皆ロータリアンである。

ロータリアンである前に家庭人であり、職業人

であり、社会人であります。よきロータリアンは

よき家庭人。よきロータリアンはよき職業人。よ

きロータリアンはよき社会人であります。そし

て、ロータリー活動を通じて育まれた奉仕の心

で、家庭に職場に、そして社会に奉仕を実践して

いくのではないでしょうか。 

ロータリー運動の実体を表す言葉で「入りて学

び、出でて奉仕せよ」があります。様々な職業の

経営者が週一回例会に集い、例会の場で、職業上

の発想の交換を通じて、分かち合いの精神によ

る事業の永続性を学び、友情を深め、自己改善を

計り、その結果として奉仕の心が育まれます。こ

の一連の例会における活動を親睦というのです。

夜の宴会や BBQ を企画実施することだけが親睦

ではありません。例会で高められた奉仕の心を

家庭、職場、社会で実践していくのです。このよ

うにロータリークラブで各人が自身の心持や習

慣を変えていくことに魅力があるのです。 

自分の仕事やクラブの奉仕プロジェクトに限

らず、何事においてもスタートが肝心と言われ

ております。「良いことをしよう」と気付いた瞬

間が、その事を処理する最高のチャンスで、あざ

やかなスタートを切ることが成功へと導いてく

れると言われております。しかし、実際には、な

かなか取り掛かることができず、面倒がって先

延ばしにしてしまい、グズグズ遅らせてしまう

ことがあるでしょう。また、思い通りの結果が得

られなかったために「挑戦するんじゃなかった」

と後悔することもあるかもしれません。では、ど
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のような心持ちで取り組めばよいのかというと、

先人が言ったことですが「素直なキモチでのぞ

むこと」が重要であります。心の余計な雑念を捨

て去り、澄んだ心でプロジェクトに当たるので

す。目の前のしなければならないことに対して

無駄なことは何も考えない。付け加えたり、割引

いたり、疑ったりしない。余計な憶測や想像を働

かせず、ありのままの無色透明な心で挑むので

す。 

余計な思いや考えなど、雑念に囚われるのは「今」

を生きていないところから起こります。「良いこ

とをしよう」と気付いたとしても、今ではなく、

過去や未来に囚われ、チャンスを逃してしまう

ことがあります。すると、それが悪循環となり、

できなかった自分を責めて、「どうせ自分たちに

は無理だ」と最初から挑戦する意欲がなくなり、

いつまで経ってもスタートラインに立てなくな

るのです。 

ここで、江戸時代の職業奉仕と社会奉仕に命

を捧げたロータリー発足以前のロータリアン的

な人物をご紹介いたします。その人は穀田屋十

三郎その人であります。当時仙台藩吉岡宿は年

貢が重く、破産者、夜逃げが相次ぎ、街がどんど

ん寂れていきます。そんな街を立て直すべく、十

三郎は仲間と協力して奔走します。私財はもち

ろん、命さえも捨てる覚悟を持って挑みました

が、度重なる苦難によって、打首寸前になってし

まいます。それでも十三郎は挫けることなく、

「今」出来ることを探し出し、実行していきま

す。そして、最終的には藩にお金を貸し付けて、

その利息を毎年、住民に配るという前代未聞の

金貸し事業を成功させたのです。正に職業奉仕、

社会奉仕ですね。十三郎が何度も窮地に追い込

まれたように、その時はベストと思って実行し

たことでも、うまくいかないことがあります。原

因を追求し、同じ失敗をしないよう対策をとる

ことも大切ですが、過去に囚われていては前に

進めません。過去の失敗があって、今があり、未

来が創られると受け止めて今何が出来るのかと

前向きに考えてみましょう。きっと、様々な「気

付き」が浮かんで来ます。そして、十三郎のよう

に決意と覚悟を固めて、スタートをきれば、やれ

ないことはありません。私達がもし、過去に大き

な失敗をしたとしても、スタートを恐れること

なく、「今からがスタート」と雑念を捨てて、実

行に移した時、未来が明るく見えてくるはずで

す。 

今に目を向けて今日も明日も、自分の手で作

れるのだと言う気概でスタートを切る時、すで

に未来は変わっているのです。 

最後に、ロータリー財団の父、アーチ・クラン

フが言った言葉で終わりたいと思います。 

「金だけでは大したことは出来ない。個人の

奉仕は金がなければ無力である。この二つが組

み合わされば、文明への天の恵みになることが

出来る。」 

ご清聴ありがとうございました。 
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ソングリーダー♪ 馬場会員 

 

 

 

 

【出席報告】  
会員総数 ３９名  出席計算 ３８名  

出  席 ２７名  欠  席 １１名  

出 席 率 ７１．０５％ 

欠席者：木曽君・村田君・宮内(秀)君・大里君 

信太君・高橋宏資君・寺内君・山本君 

吉原君・鈴木君・高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】なし 

 

【ニコニコ】 

  

 

 

 

 

 

 

 

例会プログラム 

3 月 水と衛生月間 

9 日 「人が紡ぐ伝統芸能」金島 弘会員 

１６日 卓話なし「第 5 回クラブ協議会」 

２３日 第 65 回創立記念例会 

      第 50 代会長 杉山俊明会員 卓話 

第 60 代会長 島田洋二郎会員卓話 

３０日  仮題「ロータリーの次の時代を語る」 

ガバナーノミニー 鵜沢 和広様（千葉若潮 RC） 

4 月 母子の健康月間 

6 日 地区米山記念奨学委員長 森 秀樹様 

１３日「お花見移動例会（予定）」 

    猿田 正城会員卓話 

２０日 小田島國博会員卓話 

２７日 村田  等会員卓話 

 

5 月 青少年奉仕月間 

４日 定款第 7 条第 1 節（ｄ）により休会 

１１日「OSUSOWAKE プロジェクト」 

     杉山俊明会員・千葉科学大学生 

１８日・２５日 調整中 

 

（2/2 現在の予定です。） 

                     

銚子ロータリークラブホームページ 

     随時更新中です！ 

https://www.choshi-rotary.club 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 6,000 計 ￥279,000 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 23,670 

米山 BOX ￥ 3,300 計 ￥ 23,735 

希望の風 ￥ ― 計 ￥131,450 

次週２月２３日は定款により休会です。 

次回（３月２日）プログラム 

「誰のために 何のために」佐藤 直子会員 

お弁当：やまこ庵（幕の内） 

                      

※３月の例会時間等について 

決定次第ご連絡いたします。 

幹事 須永 清彦 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX 紹介     ビジター紹介 

飯島会員         五十嵐会員 

 

https://www.choshi-rotary.club/

