
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■司会進行 山田修平 SAA 
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木更津東ロ－タリ－クラブ 

会  長   渡 邉 元 貴 
幹  事   大 里 光 夫 
編  集   勝 呂 泰 樹 

国際ロ－タリ－ 

ＲＩ会 長  バ リ－・ラ シ ン 
地区ガバナ－ 橋 岡 久 太 郎 
ガバナ－補佐 吉 野 和 弘 
 

●点鐘    渡邉元貴会長  
        １２時３０分 
●国歌斉唱 「君が代」 
Ｒソング 「奉仕の理想」 

●出席    会員 50 名 
 出席 41 名・欠席 9 名 
●出席率 87.23 % 
 

●前々回出席率 78.72 %  修正後出席率 80.85 % 
●欠席者【敬称略】     
石渡正明・齊藤新一・嶋津正和・鈴木秀幸 
三沢 猛・渡邉愼司 

●メ－クアップ【敬称略】 
・10/20 R 情報研修会 足立宗禅・藤野宏冶 
・10/20 RYLA 委員会   吉田和義 
・10/28  地区大会  渡邉元貴・大里光夫・石田 亨 

内田 重・加藤智生・倉島和広・勝呂泰樹 
豊田文智・林孝二郎・堀内正人・吉田和義   

     内田 稔・椙山克己 
・11/5  君津 RC    大里光夫             
 
●誕生祝【敬称略】 
・10/23 松岡邦佳 
・11/2  塚本秀夫 
・11/2   堀内正人 
・11/6  鈴木克己 
 
●結婚祝【敬称略】 
・10/25 近藤直弘・11/1 石田 亨・11/3 堀内正人 
・11/5  平野秀和・11/6 山中 恵 
 

おめでとう！ 



■会長挨拶・報告        渡邉元貴会長 
 

【次世代のことを考えて】 

エルトゥールル号のお話はご存
じだと思います。 

明治２３年９月、トルコの軍艦
が和歌山県の樫野崎の沖合で台
風のため遭難し、乗員５００名

以上の命が亡くなりました。当時は世界で最大の
海難事故です。海に投げ出された人のうち、６９
名が串本の村人たちの手によって救われました。
村人たちは総出で介抱をし、衣類や食料を自分た
ちの分を犠牲にして与えました。このことは、日
本中の人々の共感を得て、多額の義捐金が集まっ
たそうです。翌年彼らは日本の軍艦によって無事
トルコに帰国することができました。事故から約
１００年後の１９８５年、イランイラク戦争がお
きました。イラン上空を飛行する航空機に無差別
攻撃を宣言したフセインに対し、日本政府はイラ
ンに取り残されていた邦人を救助できずにいま
した。それを救ってくれたのが、トルコ政府だっ
たのです。窮状を知ったトルコ政府は、航空機を
即時手配して、無事に２１５人の在留邦人の命が
救われました。トルコ大使は言ったそうです。「ト
ルコの人なら皆、エルトゥールル号遭難のときに
日本人から受けた恩義がわかります。これはその
恩返しです。」 

現代の日本人は、こうした先人のおかげで生かさ
れています。 

何も外国だけではありません。私も、「あなたの
お爺さんや、お婆さんにはとてもよくしてもらっ
たんだよ」とお年寄りから言っていただけること
があります。皆さんも共感していただけることと
思います。 

昔の人は偉かったと、しばしば思います。「利他」
の精神が日常の中に根付いていたのではないで
しょうか。二宮尊徳の盥（たらい）の逸話のよう
な真実を肌で感じて生きていたのではないでし
ょうか。もし、明治期にロータリーを設立しよう
ということになっていたら、ひょっとすると、「そ
んなものは日本に必要ない、すでに、日本には利
他の精神が国民に行き届いている」という具合に
なっていたのではありませんか。 

ロータリー地区大会では、９２歳の阿部志郎とい
う偉い先生と、和食を世界遺産に導いた村田吉弘
という偉い先生が講演されました。９２歳の阿部
先生は親が米山梅吉一家と家族ぐるみのお付き
合いをされていただけあって、「奉仕すること」
「与えること」の重要性を心の叫びとしておられ、
９２歳の今もなお、情熱を燃やし続けていらっし
ゃいます。村田先生は和食を世界遺産に登録した
立役者です。なんと、日本の人口は２００年後に
は１/１０になってしまうのだそうです。２００年
後の日本のことを考えて、和食を世界に認知させ、
日本のために食育を推進しています。 

お二人の先生の共通点は、「憂国」と「利他」に
あります。今生きている自分たちのことよりも、
未来の日本のことを真剣に考え、行動している点
です。 

私は、１００年後の日本のことをどれだけ考えな
がら生きてきただろうかと考えたとき、恥ずかく

なりました。１００年後、ここにいる私たちは全
員がおりませんが、もしかしたら、どなたかのお
孫さんは生きているかもしれません。ロータリア
ンは次世代、次々世代の日本に良いものを私心な
く与えられるように行動したいものです。 
 
■幹事報告            大里光夫幹事 

 
1) 本日例会終了後、第５回定例
理事会を開催いたします。 
2) 今月はロ－タリ－財団月間と
なっております。毎年の年次寄付
のお願いを送付いたしますので、

宜しくお願いいたします。 
なお、１１月のロ－タリ－レ－トは 112 円とな
っておりますのでご寄付下さる方は１１月中に
お願いいたします。また、米山奨学会へのご寄
付も１１月末にて締め切らせていただきます。 

3) 前田印刷さんより「廃業のお知らせ及びお礼
状」が届いておりますので回覧いたします。 

 
◆他クラブからのお知らせ 
1）袖ヶ浦 RC・木更津 RC より「週報」が届いてお
りますので回覧いたします。 

◆その他のお知らせ 
1) 日東観光㈱より「国際大会のご案内」が届い

ておりますので回覧いたします。 
2) 小湊鉄道 ㈱より「観光のご案内」が届いてお
りますので回覧いたします。必要の方はパンフ
レットをお取り下さい。 

◆回覧 
・前田印刷さんより「廃業のお知らせ及びお礼状」 
・袖ヶ浦 RC・木更津 RC より「週報」 
・日東観光㈱より「国際大会のご案内」 
・小湊鉄道 ㈱より「観光のご案内」 
 
■指名委員会招集について   渡邉元貴会長 

指名委員会を招集いたします。指名
委員の方には後日ご案内をいたし
ます。 
 
 
 

■委員会報告           
 ◇ロータリ－の友 11 月号 

雑誌担当副委員長  山中 恵会員 
 
「11 月は、ロータリー財団月間です」 
Ⅰ、横組み 
１、「８Ｐ～９Ｐ」 ロータリー財団管理
委員会は今 

―【2016－20 年度 ロータリー財団管理委員 
北 清治（浦和東 RC）】― 
ロータリー財団（TRF）は、国際ロータリー
（RI）会長が任命し。RI 理事会が承認した１
５人の管理委員（任期４年）が運営していま
す。日本からは私が管理委員に任命され、現
在３年目を迎えています。 
財団管理委員会では、世界レベルで様々な問
題が検討されていますが、現在問題になって
いる案件の一つに、地区が地区財団活動資金
（DDF）を使い切れていないことがあります。
地区財団活動資金（DDF）は地区が使途を決



定し、使われなかった資金は翌年度に繰り越
されます。長年にわたって未使用分が少しず
つたまった結果、現在日本全体で約８００万
ドルの地区財団活動資金（DDF）が残ってい
ます。 
せっかくの「世界で良いことをする」ため

の大切な寄付ですから、バートン管理委員長
が掲げる４つの優先項目を通じて、財団が向
っている方向、そして DDF の活用方法を検討
して頂けたらと思います。 
 

【バートン管理委員長が掲げる４つの優先項目】 
（１）ロータリーの最優先事項であるポリオの

撲滅。 
（２）６つの重点分野（平和と紛争予防／紛争

解決、疾病予防と治療、水と衛生、母子
の健康、基本的教育と識字率向上、経済
と地域社会の発展）における奉仕活動の
持続可能性を高める。 

（３）毎年地区財団活動資金（DDF）の全額を
使用し、“世界でよいことをする” 

（４）人々の生活に変化をもたらすプログラム
を恒久的に支援するための「恒久基金目
標：2025 年までに２０億２,５００万ド
ル」 

Ⅱ、縦組み 
１、「１３Ｐ～１９Ｐ」友愛の広場 

エッセー、海外のロータリークラブ訪問記、
時局雑感など。(１,０００字以内で投稿) 

（１）「１６Ｐ」遠い春 広島東ＲＣ 高橋 昭
八郎 
昨年度の当クラブの雑誌委員長・赤木聡
之さんは、「ロータリーの友」の内容を
例会で紹介する時、単に記事の紹介だけ
ではなく、感動的な記事を基に巧みなシ
ョートストーリーを作って披露してき
た。ある例会で、彼は６月号「ロータリ
ー柳壇」に載った私の句「打ち明けて 見
れば良かった 遠い春」を題材に一篇の
ストーリーを創作。当日、地元テレビ局
の人気アナウンサーを特別ゲストに招
聘し、朗読してもらった。そのストーリ
ーは【ロータリ－の友参照】 

 
◇週報作成についてのお願い 

会報・IT・活用委員長     勝呂泰樹会員 
 
前田会員の退会に伴い、週報の作
成を簡潔にするため原稿は出来
る限りデ－タでの提出をお願い
いたします。 
 
 
 

◇RYLA セミナ－への参加者募集 
青少年奉仕委員長     吉田和義会員 

 
今年度の当地区ＲＹＬＡセミナ
ーは平成３１年２月２日・３日
に岩井海岸で行われます。若手
の社員研修として是非ご利用く
ださい。 

 
 
 

◇ニコニコボックス  クラブ管理運営委員会 
 叶川博章会員 

・渡邊元貴会長 
 大里幹事と同じです。 
・大里光男幹事 
地区大会では、過分にも幕張ニ
ュ－オ－タニに宿泊させて頂き
有難うございました。ですが二

次会にて PG の熱潤攻撃に撃沈して気が付いた
ら朝でした。 

・鈴木克己会員 
11/6 昨日誕生日を迎え古希の祝いをしてもら
いました。紫のチャンチャンコが意外に似合い
ました。 

・松岡邦佳会員 
10/23 ４６歳になりました。 

・塚本秀夫会員 
おかげ様で５１回目の誕生日となりました。妻
からもハンカチのプレゼントをもらいました。
皆様のおかげをもちまして楽しい日々を過ご
しております。 

・平野秀和会員 
11 月 5 日結婚祝のお花をいただき有難うござ
いました。 

・近藤直弘会員 
きれいなお花有難うございました。２１年目に
なりました。薄まってはいても、まだまだ愛情
はあると信じています。 

・山中 恵会員 
昨日、きれいな花束が届きました。妻も大変喜
んでおりました。おかげさまで結婚記念日を忘
れずに済みます。有難うございました。 

・堀内正人会員 
結婚記念日祝い有難うございました。誕生日祝
いも有難うございました。 

・石田 亨会員 
結婚祝の花束有難うございました。すっかり忘
れていました。これからも夫婦仲良くたまには
旅行に行きたいと思います。 

・吉田和義会員 
ライラセミナ－、来年 2 月 2 日・3 日に開催さ
れます。11 月が締め切りですので参加を検討
されている方はお早めに申し込みをお願いし
ます。 

 
■例会アワ－  テ－マ 
 

「ロータリ－の質問になんでもお答えします！」 
◇会員増強・研修委員会     栗坂禎一会員 



 
 
本日は「ロータリーに関する疑問に何でもお答えしま
す！」と題して、当ロータリーの会員の皆さんが普段
から疑問に思っていることについて、５人のベテラン
会員からお答え頂く場を設けました。 
 
【Ｑ１】ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞの違いは？（Ｉさん） 
【Ａ１】＜有島会員＞ 
両クラブ共、社会に奉仕する企業人・専門職業人の団
体であり、優劣の問題ではありませんが、違うと思わ
れるところを列挙すると以下の通りです。 
会章 ＲＣ：「廻る歯車」 

ＬＣ：２頭のライオンの頭部が「Law、Liberty、Labor、

Loyalty、Love、Live、Lion」を表すＬの左右に配置 

創立 ＲＣ：1905 年ｼｶｺﾞで P.ﾊﾘｽが３人の友人と創立。 

ＬＣ：1917 年にﾒﾙﾋﾞﾝ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ（元ｼｶｺﾞ RC 会員）が奉仕

の理念の差によって分かれ発足 

規模 ＲＣ：クラブ数 35,800 会員数 121 万人 

ＬＣ：クラブ数 47,390 会員数 143 万人 

日本での 

起こり 

1920 年 東京ＲＣを米山梅吉、福島喜三次が設立 

1952 年 東京ＬＣを石欣一が設立 

例会 ＲＣ：原則、毎週昼  ＬＣ：月２回夜 

入会条件 ＲＣ：やや厳しい   ＬＣ：門戸が広い 

ﾓｯﾄｰ･ 

ｽﾛｰｶﾞﾝ 

ＲＣ：“Service above Self” 

“One profits most who serves best” 

ＬＣ：“Liberty, Intelligence, Our Nations Safety” 

奉仕活動 

の考え方 

ＲＣ：職業奉仕に重点 “I Serve” 

ＬＣ：社会奉仕に重点 “We Serve” 

理念の差異については、ＲＣは会員一人一人が奉仕
活動の単位であり、職業を通じての奉仕を理念とし、
お金はかけない、ＬＣでは奉仕活動に費用が発生する
のは当然で、そのために支出する寄付金はクラブ全体
でまとまって積極的に拠出する、というものです。 
但し、ＲＣも最近ではグローバリズムの時代を反映

するＲＩの方針もあり、I serve から We serve に近づい
ているようです。 
 
【Ｑ２】ロータリーの用語は、カタカナ語が多いため、
理解がしづらいと感じます。せめてスペルが添付され
ていれば辞書を引いて調べることができるのですが。 
なぜ、ロータリー用語は英語をそのまま使うことが

多いのでしょうか？（Ｏさん） 
【Ａ２】＜加藤会員＞ 
分かりにくいと私も思います。アメリカで生まれた

組織ですので、英語で表記するのはわかりますが。用
語を覚えるだけで時間がかかってしまいますよね。 
例えばガバナーという言葉は、知事・長官・おやじ

といった意味ですので、２７９０地区の長という意味
なのでしょうが、地区長と呼んだ方がわかりやすい、
だからと言って英語表記をすべて和訳すれば良いわけ
ではないとも思います。よくＲＩは決議をしますが、
それを和訳すると解釈が逆に難しくなる例もあります。 
今年のＲＩ会長のｽﾛｰｶﾞﾝは、「BE THE INSPIRATION」、 

これが和訳だと、「インスピレーションになろう。」 
 

おそらくインスピレーションとは、発想とかひらめ
き思いつきといった意味でしょうから、社会のため自
分たちのクラブのために色々なことをひらめく・思い
つく人になろうよ、といった意味で私は解釈していま
すが、やっぱり分かりづらいですね。 
 
【Ｑ３】ロータリー財団のポリオ撲滅に関して見通し
はたっているのでしょうか？（Ｗさん） 
【Ａ３】＜内田(稔)会員＞ 
ちょうど今月号の「ロータリーの友」にもポリオ撲

滅が特集されていますね。1979 年、ロータリーはフィ
リピンの子供たちにポリオ予防接種を始めて以来、財
団とともに活動を続け、全世界でポリオの発生数を９
９％減らすことに成功しました。また、野生ポリオウ
イルス菌の常在国は、現在、ナイジェリア、アフガニ
スタン、パキスタンの３国になりました。 
あと少しで撲滅できるところまできています。その

ような中で活躍しているのが携帯電話です。テキスト
メールを利用して、各地域の保健従事者が情報を共有
して迅速にワクチンを提供しています。パキスタン政
府は携帯電話会社と提携して大量に携帯を保健従事者
に渡しているそうです。撲滅に向けて携帯電話がカギ
を握るかもしれません。 
 
【Ｑ４】 

国際奉仕の具体例を挙げて頂けたら幸いです。また、
日頃実践されている国際奉仕はどのような内容でしょ
うか？（Ｋさん） 
【Ａ４】＜山田会員＞ 
色々とありますが、ロータリー財団の地区補助金を

申請したプロジェクトは、最近では次の通りです。 
16- 

17 

年 

度 

千葉若潮 カンボジア 教育支援 278,150円 

千葉港 ラオス 小学校設備・図書支援 278,150円 

市原中央 フィリピン 歯科医療奉仕活動支援 92,720 円 

千葉緑 カンボジア 安全な水支援 268,870円 

松戸西 モンゴル 井戸設置 278,150円 

松戸中央 フィリピン 孤児院・障がい者支援 92,720 円 

野田ｾﾝﾄﾗﾙ フィリピン 井戸設備ポンプ設置 176,150円 

17- 

18 

年 

度 

千葉港 ラオス 中学校図書設備・図書寄贈 302,697円 

四街道 フィリピン ディケアセンター支援 100,899円 

松戸中央 ベトナム ベトナムクラブ支援 151,293円 

松戸西 モンゴル 公衆トイレ設置 302,697円 

上記の金額は、地区補助金からの支出金額です。こ
の金額の約２倍の額が活動資金です。地区補助金の取
り扱いは、第 2790 地区では総事業費の概ね半額を支給
することにしているからです。 
 
【Ｑ５】木更津ＲＣとの交流や共同活動について、こ
の３～４年間の経験をもとに積極的に取り組むべきだ
と思うのですが、入会歴の長い会員、チャーターメン
バーのお考えはいかがでしょうか？木更津市の発展の
ため、また、ＲＣの理解を市民に広げていくためにも、
考えるべきテーマだと思っております。（Ａさん） 
【Ａ５】＜横田会員＞ 

当ロータリーの創立時の雰囲気は大変明るいもので、
大いに付き合っていこうというものでしたし、今後取
り組んでいければと思います。 

 

まだまだ質問を頂いておりますが、あっと言う間に
時間になってしまいましたので、別途の機会を設けた
いと思います。なお、ロータリーの大きな理念の１つ
である「職業奉仕」に関しても色々と質問を頂いてお
りますが、これにつきましては、「職業奉仕委員会」の
方々とも相談し、お考えをご披露頂く場を検討したい
と思います。本日、回答役を務めて頂いた５名の皆様、
誠にありがとうございました。 

 
 
 

左から≪有島会員・横田会員・内田稔会員・山田会員・加藤会員≫ 

点鐘 渡邉元貴会長 13:30 

木更津東ロ－タリ－クラブ事務局メ－ルアドレス eastkisarazu-rc@nifty.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


