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２０２１-２２年度 

第２７７１回 
２０２２年５月１３日（金）点鐘１８：００ （晴れ） 

≪クラブ研修例会≫ 

 

◆国歌斉唱    『君が代』 

◆ロータリーソング『奉仕の理想』 

◆四つのテスト ～言行はこれに照らしてから～ 

  １．真実か どうか 

  ２．みんなに公平か 

  ３．好意と友情を深めるか 

  ４．みんなのためになるか どうか 

 

◆お客様紹介 

●ロータリー米山記念奨学生／ 

ラシライネン ヴェルナ エリサさん 

◆入会式 

赤峰 加功平会員   ㈱桃太郎不動産/常務取締役 

               （紹介者：五十嵐博章会員） 

皆さんこんばんは。両親が創業して約４２年となりまし

たが、私は２代目となります。 

昨年から体験ということで二度ほどロータリークラブさ

んに招いていただきました。皆様に温かく迎えていただ

きまして、人生仕事だけではないと思い、今回入会させ

ていただきました。まだまだ未熟者ですが、今後ともご指

導くださいますよう宜しくお願い致します。 

 

市川 直人会員   千の葉社労士合同事務所 

              社会保険労務士 

         （紹介者：戸井田泰明会員・今井太志会員） 

この仕事を始めたのは、６年前くらい前になるのです

が、前職とは畑違いなりまして、これから一生懸命やって

いこうと思っております。親からもそろそろ身を固めたらと

言われておりまして、良い方がおられましたら結婚してみ

たいと思っております。宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  赤峰加功平会員  大塚会長  市川直人会員 

 

◆会長挨拶及び報告       大塚 裕正会長 

 

＜理事・委員長会議報告＞ 

1.クラブ運営資金会計報告    承認 

2.ニコニコボックス会計報告    承認 

3.4/1花見移動例会会計報告  承認 

4.新会員委員会所属について 

 須藤克哉会員、常世田正弘会員、赤峰加功平会員、

市川直人会員   全員親睦活動委員会へ所属 

5.６/１０（金）職場訪問及び親睦旅行について 

  詳細は後日 

6.大連障碍者施設支援について 

7.ガバナー補佐予定者報告 

8.Bey Saide Jazz 2022SHIBA 協賛について  決定 

 

※ガバナー事務所より 

「トンガ王国海底火山噴火による災害支援」及び 

「ウクライナ支援」ご協力・お礼と報告が届いておりま

す。 

4月 28日付 

トンガ災害支援金  ４，５７９，４０５円 

ウクライナ支援金  ４，２２８，２５６円 

合計  ８，８０７，６６１円 

 

 



◆委員会報告 

職業奉仕委員会（伊藤和夫委員長） 

６月１０日（金）に山本会員が運営されている介護老人

ホームを訪問しようと思っております。 

 

地区ＲＬＩ実行委員会（三神 秀樹委員） 

ロータリー・リーダーシップ研究会（ＲＬＩ）「１０周年記

念の集い」が、去る５月８日（日）に三井ガーデンホテル

にて開催されました。 

当日のプログラム及び集合写真等が地区のホームペ

ージに掲載されておりますので、よろしければご参照く

ださい。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

◆幹事報告           岡田 敦志幹 

特にありません。 

 

◆５月度誕生日・結婚記念日お祝い 

【誕生日お祝い】 

赤峰加功平会員、水野浩利会員 

【結婚記念日お祝い】   

竹尾 白会員、三宅 廣会員、杉本峰康会員 

劉 亜斌会員、加藤隆章会員、五十嵐博章会員 

◆ニコニコボックス報告 

●大塚 裕正会長、岡田 敦志幹事 

皆様ゴールデンウイークはいかがお過ごしでしたでし

ょうか？３年振りに行動制限のないゴールデンウイークに

なったそうです。まだまだ海外旅行とはいかないかもしれ

ませんが、それぞれの余暇をすごされたことと思います。 

千葉南クラブでは 4月 30日に伊藤さんの田んぼで田

植え体験をさせていただきました。手際よく作業をし、颯

爽とトラクターに乗る伊藤さんの姿に簡単しきりでした。

今後とも作業の指導をよろしくお願いします。 

 

●五十嵐 博章会員 

赤峰さん、市川さん、ご入会おめでとうございます。 

これからのロータリーをぜひエンジョイしてください。 

 

●大塚 裕正会員 

先日、有志で麻雀をしました。楽しいひと時を過ごせ

ました。麻雀の出来る方、一緒にやりましょう。毎月、第

三日曜日に開催しますので・・・。 

 

●金親 博榮会員 

本日はクラブ研修ということで、不精私が話をさせてい

ただきました。駄弁を労しましたが、大切な時間が浪費

にならなければ良いと思います。有難うございました。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

先月は、流山中央ロータ

リークラブで卓話をお願いさ

れて行ってまいりました。 

初めて他のクラブで卓話を 

するということで緊張しまし

たが、アットホームな雰囲気

の中で卓話をすることが出

来ました。 

 ありがとうございました。 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

◆◆◆ クラブ研修 ◆◆◆ 

講師・・・金親 博榮会員 

          （パスト会長） 

＜ロータリーとは 

先輩の教え・私の理解＞ 

 

国際的な社会奉仕団体   

親睦を基礎として、他人を思い

やる地域のリーダーの集まり 

 

（資料提供：金親博榮会員） 

１．ロータリーの変遷 

１９０５年 シカゴの弁護士ポールハリスなどが４人で立ち

上げた  

会場の輪番制 

２００の国・地域   国際ロータリー本部 発祥地エバン

ストン ロータリー財団 

日本のロータリー  １９２０年（大正９年） 米山梅吉 東

京ＲＣ 創設 

日本は第３ゾーン３４地区  ＲＩ役員のガバナー   

全国２，２３３クラブ  1年の交代制 

ガバナー補佐 千葉県２７９０地区 第２ゾーン ７２クラブ 

 

２．奉仕の形は色々 

人さまざま  不易流行の歴史か   政治と宗教 

個人の職業を通じての社会への還元  団体で世の中、世

界をよくする活動 

職業奉仕の日本流ロータリー  決議２３－３４（１９２３年セ

ントルイス国際大会） 

最初は会員間の事業利益 親睦・社交クラブ⇒ 地域社会

に対する貢献、公共への奉仕 

親睦互恵派 ⇔ 奉仕・拡大派の対立     歌の唱和 

奉仕の理念の提唱を主にするか、実際に困っている人に

対する奉仕の実践を主にするか 

この間に決議 23-34が採択された。 

クラブ連合会から国際ロータリーRIに発展し、現在に至る 

 

３．ロータリーの綱領（目的）） 

①知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 9,000 円 累計 263,800 円 

金の箱  395 円 累計 10,704 円 



②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、社会に奉仕する機会として、ロ

ータリアン各自の職業を高潔なものにすること 

③ロータリアン一人一人が、個人として、また事業及び社

会生活において、日々、奉仕の理念を 

実践すること 

④奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワーク

を通じて、国際理解、親善、平和を推進すること 

 

４．ロータリーの標語 

①超我の奉仕         

②最も多く奉仕するもの、最も多く報いられる 

 

５．ロータリーの中核となる価値観・５つの行動原理と規範 

①奉仕 Service 社会に役立つ価値を提供する事 

 世のためひとの為に尽くす 

②親睦 Fellowship   仲間である事    

「寛容」に甘え、つけ込むおごりや風潮 

③多様性 Diversity 多様な職業・人格 人種、年齢・ 

性別が、組織の活力の源泉 

④高潔性 Integrity  誠実さ 言う事と 行う事が一貫 

していて，ぶれない事 

真摯 まじめでひたむきな態度 リーダーが具えるべき 

「人徳」「人間力」 

⑤リーダーシップ leadership ロータリーは事業・専門職 

務のリーダーと地域社会のリーダーの集団。 

基礎に信頼がなければ砂上の楼閣。 研修リ―ダーは、 

リーダーの中のリーダー 

 

６．「４つのテスト」  The Four Way Test 

ハーバードテイラーによるアルミニウム会社の再建時の

行動基準 

言行はこれに照らしてから   

事業の立案・企画・実行はこれに照らしてから 

① 真実かどうか   嘘・偽りはないか 

② みんなに公平か   関係者すべてに公明正大か 

③ 行為と友情を深めるか   信用を高めより良い 

関係を築けるか 

④ みんなのためになるかどうか   関係者すべてに

有益か 

 

７．５大奉仕  

①クラブ奉仕  

②職業奉仕  

③社会奉仕  

④国際奉仕  

⑤青少年奉仕 

 

８．SDGｓ  Sustainable  Development  Goals 

国連が定めた２０３０年までに世界が目指す「持続可能な

開発」のための１７分野１６９のターゲット。 ロータリーの

目指す目標、行動規範、奉仕の理念 それぞれが、SＤ

Ｇｓと重なる。 

 

 

① 平和の推進 

② 疾病との闘い 

③ 水と衛生 

④ 母子の健康 

⑤ 教育の支援 

⑥ 地元経済の成長 

⑦ 環境の保護 

 

９．ノブレスオブリージュ nobles（貴族） oblige（義務を負

わせる） noble obligation 

貴族や上流階級などの財産権力地位を持つ者は、それ

相応の社会的責任や義務を負うという 

欧米の道徳観 

新約聖書「すべて多く与えられた者は、多く求められ、多

く任された者は、さらに多く要求される 

ＣＳＲに通ずる  企業の社会への貢献  寄付行為 

社会の構成員一人一人が、それぞれに合った役割を担

い、出来ることを実践していく 

できる人が、できる時に、出来るだけ 

※クラブ研修委員会（廻辰一郎委員長）の今年度の活動

計画として、①新会員へロータリアンとしての姿勢を学ぶ機

会としてオリエンテーションを開催する。②新会員とベテラ

ン会員の交流を深める研修・親睦の場を設けて新会員に

当クラブの歴史や伝統への理解を促す、と掲げられており

本日実行することになりました。 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

第２７７２回例会 

≪会員増強委員会主催：オープン例会≫ 

日 時⇒ ２０２２年５月２０日(金)  

卓 話⇒ 『千葉のエンタメには可能性しかない！ 

   エンタメが創る“魅力度 MAX”な千葉の未来』 

株式会社レインカラーズ 

       代表取締役  松本 卓也様 

第２７７３回例会 

日 時⇒ ２０２２年５月２７日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 会員卓話  

常世田 正弘会員 

 

≪会報担当：小林 透≫ 


