
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会長挨拶 関一憲会長 
今月はロータリー財団月間です。よろしくお願い致 

します。１１月６日～７日にかけて、銚子の地にて 

地区大会が行われました。多くの会員の参加を頂き、ありがとうございま

した。本年は距離的な理由から、中村満幹事ととも 

に現地に宿泊させていただきました。初日は田中毅 

（タナカタケシ）ＲＩ会長代理（尼崎西ＲＣ）より「ロータリーの危機」

というテーマにてご講演をいただきました。とてもすばらしい内容ですご

く勉強になりました。また、二日目は皆さんと合流して、本大会でした。

式典・表彰とスケジュールどおりに進行いたしました。午後はビチャイ・

ラタクル元ＲＩ会長から、「奉仕の理想」というテーマでお話をいただき

ました。まさしく歴史に残る講演という内容でした。二日間をとおし、た

くさんのことを学ばさせていただきました。また、バスの中と関正己さん

のお店でおいしいお食事を頂き、親睦も深められました。とても貴重な二

日間だったことをご報告いたします。このようなチャンスを頂き、ありが

とうございました。 

 
幹事報告 中村満幹事 
① 来月 12 月 4日千倉ロータリークラブの 45 周年 

記念式典があります。勝浦ロータリークラブからは 

14 名の参加者がいます。 

② 12 月５日（日）に、分区のゴルフ大会があります。参加希望者は、 

池田会員までご連絡をお願いします。 

 ③ 1 週早目の理事会にて指名委員会が承認されました 

③ 来週の例会は明後日の 13,14 日の 1泊 2日の 1泊例会日に振替させ 

ていただきます。 

  

国際ロータリー第 2790 地区 地区大会において 

３０年以上 100％出席ロータリアンとして表彰を受けた 

鈴木覺三郎会員 

私が 100%出席できたのは、例会場が私の 

家の隣の京葉銀行（当時は千葉相互銀行） 

だったからですが、例会がこちらの会場に 

移ってからは、その時くらい車の運転をし 

なければ、と思っております。100%出席を 

継続させるには、まずは健康第一だと考え、 

朝起きたら、まず一杯の水を飲むところから 1日をスタートし、健康に気

をつけています。 
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■11 月 12 日（金）のプログラム 
・クラブフォーラム 

 地区職業奉仕研修委員 

■11 月 26 日（金）のプログラム 
・ゲスト卓話：現代の幼児教育 

     エンゼル・ガーデン 

■本日（12／3）のプログラム 
・ゲスト卓話 一之江保子 氏 

 「無農薬野菜栽培の魅せられて」 

■今後の例会プログラム 

12／10（金）年次総会 

12／17（金）ゲスト卓話 

水中考古学者 井上たかひこ氏 

「勝浦沖に眠る ハーマン号調査」 

12／24（金）夜間例会（家族会） 

勝浦ホテル三日月 18:30～ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ニコニコ BOX 親睦委員会（中村昇委員長） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

自主申告   

関正巳 君   釜田英之 君    関一憲 君 

 

卓話：地区職業奉仕研修委員会  
地区職業奉仕研修委員会委員 足立 俊 様 

皆さんこんにちは。 

只今ご紹介を頂きました地区職業奉仕研修委員会委員

の足立と申します。 

所属は茂原ＲＣで職業分類は 

旅館でございます。 

今年度織田ガバナーは、ロータ 

リアンに職業奉仕の重要性を今 

一度理解してほしいとのお気持 

ちで、地区職業奉仕委員会の委員長に土屋亮平パスト

ガバナーをお迎えしました。 

そして、今回のような地区８４クラブを対象に、ご依

頼のあった各クラブへ卓話に回る職業奉仕研修委員会

と、「私たちは、何故週に一度ロータリーに集うのか」

という素朴なテーマで、地区内 14 分区においてロータ

リー情報研究会を開催する、職業奉仕クラブ研修委員

会の二つの小委員会を作って活動しております。 

ところで、皆さんは過日開催されました「地区大会」

にご出席になりましたでしょうか？私は、ラタクルさ

んの「思いやり」の気持ち、そして「愛」に溢れ、聴

衆をひきつける力強く気持ちのこもったお話を拝聴

し、感動して帰ってまいりました。９０分という長い

時間を感じさせない内容でした。 

クラブ会報委員会：週報についてのご意見、原稿・写真データをお寄せください。  

Mail：hiroko-w@hitz-totalsystem.com  Fax：0470-73-0759 

まず、ロータリーは、一言で言うとどんな団体ですか？

と問われた時、皆さんは何とお答えになるでしょうか？

ポリオ撲滅や、交換学生、発展途上国への援助、各種団

体への寄付、施設への慰問、ベンチを寄贈したりロータ

リーマークが入った標語の看板の設置等々の事業をし

ている『社会奉仕ボランティア団体』である、とお答え

になる方が多いのではないでしょうか。 

果たしてそれでよいのでしょうか。 

ロータリーが他の団体と異なる特徴は、「基盤が職業

奉仕である」ということです。職業奉仕という言葉は、

ロータリー独特のものです。その職業奉仕という言葉と

考え方は、ロータリーを特徴付けると共に、ロータリー

の基盤であり、ロータリーが職業奉仕を失えば単なる社

会奉仕団体になってしまいます。そして我々ロータリア

ンの責務は、「事業と私生活において、高い道徳的水準

を保ち続けることである」、と言われております。 

ロータリーは、会員相互の親睦、フレンドシップを育

むと共に、同じ目的の為に活動し、慈愛の心を高めあう

フェローシップを実践する団体ではないでしょうか。 

 皆さんご存知の通り、現在の手続要覧では、１職業分

類に付き５名まで認められていますが、チョット前まで

は、１業種１名の会員しか認められていませんでした。

つまり、勧誘を受けた方々は、各業種の代表として選ば

れた人なのです。 

さらに言えば、それぞれの業種の代表として入会を許さ

れ、その後職業奉仕の理念を習得し実践するのではな

く、おのおのが日頃から職業奉仕を実践していたからこ

そロータリークラブのメンバーとして選ばれた、と理解

する方が適切かもしれません。 

2002－03 年国際ロータリー会長で、我が２７９０地区

（２千７百９０と読みましょう）の地区大会において基

調講演をしていただきました、先ほどご紹介した、ビチ

ャイ・ラタクル氏は、次のように述べています。あなた

がどのようにしてあなたのクラブ会員になったのかを

忘れてはいけません。皆さんがＲＣに入会を持ちかけら

れた唯一の理由は、他の誰かが、あなたならその職業を

代表するに足ると、十分に確信し、信頼したからなので

す。この確信と信頼に背いてはなりません。と述べてい

ます。 

 

  
斎藤義典 君          渡辺ヒロ子 君 

本人誕生日 



 
 
 
 
 
 
 

【天声ヒロ語】先週の例会にやむを得ず出席できず会報は 2 週間分になるのですが、1 泊例会に振り替えになったこともあって、

だいぶ会員の皆さんとお会いしていないような気がして、明日の例会がとても楽しみです。たった 2 週間なのに。。。不思議です！

皆さんご存知の通り、ロータリーには忘れてはなら

ない 2大公式標語があります。第一標語である「超

我の奉仕」（ Service  Above  Self ）そして第二

標語である「最もよく奉仕する者、最も多く報いら

れる」何と言ってもロータリークラブは「I Serve」

の組織ですから・・・「報いられる」は、よく「報

われる」と間違えることがありますので、お気をつ

けください。 

 今年度織田ガバナーは、標準ロータリークラブ定

款第 4 条にある「綱領」（Object  of  Rotary）す

なわち直訳語でロータリーの目的、を正しく理解す

ることが重要である、としています。 

主文として「ロータリーの綱領は、有益な事業の基

礎として奉仕の理想を鼓吹し、これを育成し、次の

各項を鼓吹育成することにある。」とあります。 

織田ガバナーは、これを「ロータリーの目的は、社

会的に価値のある企業活動の基本となるよう、奉仕

理念を導入し、育み、次の４つの項目を育成するこ

と」と読みやすくしています。このロータリーの綱

領については、原文が The Object Of  Rotary 

というように Object が単数であることから、目的

は一つ、つまり主文を達成する為に第１項から第４

項までを一体として考えることが適切です。 

また第 5 条四大奉仕部門では、（ちなみに、今回の

規定審議会で新世代を加えた５項目になりました）

つまり、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉

仕、それから今回加わった新世代奉仕であります。

特に第 2 項は、「事業および専門職務の道徳水準を

高めること。あらゆる有用な業務は尊重されるべき

であるという認識を深めること。そしてロータリア

ン各自が業務を通じて社会に奉仕する為に、その業

務を品位あらしめること。」 

「ロータリーの理念に従って自分自身を律し、事業

を行なうこと。」とあります。この綱領第２項を土

屋委員長は、次のように解説しています。 

第１に 自分の仕事に誇りを持つこと。 

第２に 自分の仕事を繁盛させること。繁盛させる

ことができないのは、商売ではない。繁盛させ、商

売の品位を高めさせよ。 

儲けることも大切だが、道徳的基準を高めるという精神を

もて。世の中を毒して儲けるようでは堕落である。 

第３に 自分の仕事を通して、社会に奉仕するという観念

を持たねばならない。 

要するに、「職業奉仕というものは、まず自分の仕事に誇

りを持ち、自信を持ち、かつ責任を持つということ」 

言い換えれば、誰でも自分の為に、自家用に商売をしてい

る人はいないはずです。自分の職業は、他人の為にあるこ

とは明白です。さすれば、「自分の職業に対し泰然たる誇

りを、そして悠然とした自信を持ち、全責任を持って繁盛

させるように励みなさい。そして道徳的に向上に努めれ

ば、その結果が当然に社会をうるおすに違いありません」

これが奉仕であり、職業奉仕の真髄なのです。 

織田ガバナー、土屋委員長は、職業奉仕を忘れたかのよ

うな現在の市場原理主義的なロータリーのあり方に、大変

な危機感をお持ちです。土屋委員長は、この危機を乗り越

えるのは、先人が築いてくれた「ロータリーの精神と哲理」

を次世代に継承することであり、その精神を受け継いでく

れる「人作り」である、とおっしゃっています。 

我々ロータリアンは、この職業奉仕を実践する人となっ

て、社会に貢献してゆこうではありませんか。 

ロータリーの理念は、思いやりを常として、利己心を抑え、

利他の心を優先し、物事を判断する上でも「私として正し

いか、正しくないかではなく、会社として正しいか、正し

くないかでもなく、人間として正しいか、正しくないかで

判断しなさい。」といっているようにも理解できます。 

我々は、ロータリークラブメンバーではなくロータリアン

であらねばならないし、ただのロータリアンではなく、魅

力あるロータリアンにならなければと、考えております。

ロータリーって素晴らしい組織ですね、と社会から認めら

れ評価され、是非お仲間に入れていただきたい、と言われ

るよう品格を持って職業奉仕に励もうではありませんか。

 
 

出席報告 11／26（金）出席委員会（関祐介委員長） 

会員 出席 MU 欠席 出席率 

43 名 29 名 7 名 7 名 83.72% 

欠席者：伊藤治昌 高橋奈緒美 村石愛二 本吉幸子 

吉野裕子  渡辺昌俊  内田秀実 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  中村昇 君      石井美香子 君    斎藤豊久 君     田中智 君     浅野玄航 君 

   
 
                                                     
 
 
 
                             卓話ゲスト：現代の幼児教育 

関一憲 君     牧野利美 君     西尾誠 君    エンゼル・ガーデン   関祐介出席委員長 

 

クラブ会報委員会：週報についてのご意見、原稿・写真データをお寄せください。  

Mail：hiroko-w@hitz-totalsystem.com  Fax：0470-73-0759 

元ＲＩ会長 ビチャイル･ラタクル氏

 

11 月 14 日（日）～15 日（月）1泊例会（伊豆）                 写真提供：関正巳 会員 

                   
昭和天皇が学習院初等科時代にお乗りになった自転車                 

 

 

11 月 26 日（金）通常例会 

 関一憲 会長挨拶  中村満 幹事報告【ニコニコ BOX】渡辺幸男 君  林重利 君         手塚明宏 君 

    

    


