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1月は職業奉仕月間です。英語では"ヴォケーショ
ナルサービス"と言います。
さて、皆様はロータリーの職業奉仕をどうお考え
でしょうか?
実は100年経ったロータリーでも職業奉仕につい
て、その意味を明確に定義する事は難しいと言われ
ています。日本のロータリーの創始者 米山梅吉さ
んは、職業奉仕の日本語和訳に違和感があったの
か、ヴォケーショナルサービスで通したそうです。
英語の方が理解しやすかったのかも知れません。
今でこそヴォケーショナルサービスとは「天から
授かった職業を高い倫理基準を保ちながら社会に貢
献する場として奉仕の理念を実践していく機会」と
して解釈する事が妥当ではないかと言われていま
す。
天職とは天から与えられた、神様から与えられた
世の中の為になる職業です。全ての職業が天職であ
り、世の中の為になる職業です。自分の職業を大切
に思い職業を通じて世の中に貢献する。それが大切
です。奉仕に学び、職業で奉仕するロータリーは寄
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付や奉仕活動をする事が最終目的ではありません。
ロータリー活動で学んだ奉仕の理念を職場や自分の
為だけでなく、真実・公平・世の為人の為を考え、
四つのテストで自分自身を律し、日々の仕事に邁進
する。そして自分の職業を通じて世の中に貢献し、
奉仕する。それこそ職業奉仕ではないでしょうか。
そもそも職業とは、金儲けの手段であり、現実の世
界です。一方、奉仕とは世の為人の為の理想の世界
です。この2つを求めるロータリアンって凄いと思
いませんか!!
皆様もこれを機会に職業奉仕について考えて頂け
たらと思います。
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１．2月5日(土)にRLI(partⅠ)がZOOM開催されまし
た。当クラブからは、大森俊介会員、谷会員が出
席しました。お疲れさまでした。
後程、大森会員より報告をお願いします。
２．国際ロータリー第2790地区梶原ガバナーより
鈴木会員へ委嘱状が届いていますのでお渡ししま
す。
2021-22年度RLI実行委員会 委員 鈴木荘一様
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佐々木昭博幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ロータリー日本財団寄付金領収書
〈報 告〉
１．例会変更のお知らせ
木更津RC：2月18日(木)例会休会
２．本日、例会終了後13時より、新理事会を開催しま
す。次年度理事の方はご出席くださいますようお願
い致します。
岡
武
遠

田
田

野
祐
富士子
祐 治

幹
編

事
集

佐々木
原 田

昭
健

博
夫

〈回 覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．ロータリー手帳注文の案内
４．国際大会の案内
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致しましたが、勉強不足の為ZOOMの画面に追い付か
ず、改めて勉強したいと思います。
奉仕プロジェクト統括委員長の猫田さんから「補助
金を使った事業はこの2790地区で3割しか活用してい
ないそうなので是非、補助金を使って地域への貢献を
してください。」というような趣旨のお話があり、「お
金だけが奉仕ではないけれど、お金が無ければ奉仕は
出来ない。両方が備われば、より良い奉仕活動が出来
る。」とおっしゃい、なるほどと思いました。今も花壇
の花植えなどに活用させて頂いていますが、皆さんの
アイデアなどがありましたらお声をかけて頂ければあり
がたいです。
次に財団プログラムの説明があり、財団奨学生・ポ
リオプラス・平和フェローについて説明とビデオ等の
セミナーがありました。
最後に質疑応答にて、あるクラブ会員よりこれだけ
コロナが世界中に猛威を振るっているのに、なぜポリ
オなのかという質問がありました。
担当の方が「ポリオは、長年RC撲滅から根絶に目標
に変えてまで重視してきた活動です。今、猛威を奮っ
ているコロナウィルスは国家レベルのもので、少し次
元が違う」と言う回答でした。そうだとは思いますが、
7割のクラブが地区補助金を使っていないのであれば、
補助金を活用してコロナ禍の中、今後も何かしらの地
域へのお手伝いが出来ないかなと思った次第です。

RLI(partⅠ)についての報告
大森

地区補助金管理セミナー報告
次年度R財団委員長
髙橋 雄一
ロータリー財団委員会 次期委員長 髙橋です。
1月29日(土)にZOOMにて、国際ロータリー2790地区
の補助金管理セミナーに参加致しました。
初めに梶原ガバナーよりご挨拶がありました。
セミナーの内容は、地区補助金プロジェクト委員長
の堀内さんから補助金申請と審査と管理の説明があり
ました。財団のハンドブックを頂いて、セミナーに参加

俊介会員

2/5(土)9:00~16:20にて、第2790地区RLI(partⅠ)へ参
加しましたので報告をさせて頂きます。
当クラブからは谷会員と2名での参加、地区全体で
47名の登録となっておりましたが、コロナ禍の影響で
ZOOMでの開催となりました。
1グループを7~8名に分け、6つのテーマ(①ロータ
リーにおけるリーダーシップ②私のロータリー世界③倫
理と職業奉仕④私たちの財団⑤会員の参加を促す⑥
奉仕プロジェクトを創造する)についてディスカッショ
ンするという手法で、他クラブの方の貴重な意見を聞
けてとても勉強になりました。
同じ考えの人が居れば安心出来ますし、違う意見で
もそういう考え方もあるのかと思える貴重な体験でし
た。
45分×6は長いようで短い、そんな感じでしたが最後
はやはり少し疲れました。
まだ、参加されたことのない方は、是非参加してみ
ては如何でしょうか。

自 己 紹 介

大浦
外山さくら会員

皆様、はじめまして。株式会
社ティースタイルの外山と申し
ます。木更津塗装という名前で
内外装のリフォーム業を行って
おります。施工後のお客様の笑
顔が私 達の存 続に繋がる。を
モットーに、お客様の笑顔を絶
やすことの無いよう地域密着、
地元に根付いた企業になれるよ
うに邁進しております。
プライベートではヨガが大好きなので、時間を見つ
けてはお教室に通っています。同時に、昨年からゴル
フを始めました。全くの初心者ですが、走らずにカート
に乗ってのんびりコースを回れるように練習を頑張っ
ていこうと思っています。体を動かすことが好きという
わけではありませんが、運動と食事と睡眠で健康貯金
をして免疫力を上げることがコロナ禍を乗り越えてい
く大事な事だと考えています。
あと数日で三男が高校を卒業しますので、子育ての
終盤に差し掛かってきました。仕事もプライベートも全
力投球出来るようになってきましたので、ロータリー活
動も頑張ります。
君津ロータリークラブのお仲間に入れて頂けた事を
大変嬉しく思います。今後ともどうぞよろしくお願い致
します。
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外山さくら
武田富士子

誕生日お祝い頂きました。ありがと
うございます。50周年式典の日にち
が決定しました。その際は又、宜し
くお願い致します。
入会して7年で、初めて席替クジが
当たりました!今年は良い事があり
そうです。外山会員、自己紹介あり
がとうございました。
君津ロータリークラブの皆様、今後
とも宜しくお願いします。
先月15日、私の記念日のお花が届
きました。辛い時だったのでその花
に気がつかず、1週間以上もそのま
まにしてしまっていましたが、ふと
真っ赤なその花が、私に「頑張れ」
と!綺麗に咲いてくれていました。
ありがとうございました。

芳弘

誕生日のお祝い、ありがとうござい
ました。引き続きコロナ対策を徹底
しつつ、可能な限りのロータリー活
動を頑張ります。
宮本 茂一
結婚記念日のお花を頂きました!!あ
りがとうございます。
永嶌 嘉嗣
誕生日のお祝いを頂きました。今年
で69歳になりますが、まだまだ頑張
れそうです。
大住 昌弘
今日の例会は約2ヶ月振りの出席で
す。久し振りに皆様のお顔を拝見
し、やはりリアルは良いなと思いま
した。今後とも宜しくお願いしま
す。
秋元 ゆかり 皆様こんにちは。今月、記念日・お
誕生日を迎えられる会員の皆様、お
めでとうございます。
川村 優子
外山会員、自己紹介ありがとうござ
います。
阿部 輝彦
早朝6時、少し明るくなった小糸川
沿いの遊歩道を愛犬を連れての散
歩。30分の間に10人程の方々にお
会いしました。約80％の方々との
「おはようございます」元気を頂き
ました。君津市民に乾杯!
秋山 大輔
コロナが蔓延していますが、元気に
経済活動をしていきたいと思いま
す。
梶山 健次
コロナ感染拡大が止まらない中です
が、感染予防に十分注意してロータ
リー活動を励行していきたいと思い
ます。
倉繁 裕
昨日、ワクチン3回目、M社製を接
種しました。1、2回目同様にカロ
ナールを念の為服用していますが、
今回副反応は今のところ殆どありま
せん。陽性者発生数低減の兆しが見
えてきていますが、未だ感染リスク
が高い状態ですので皆様ご自愛くだ
さい。
福島 大介
寒い日が続きますが頑張りましょ
う。
小関 常雄
コロナが早く終息して欲しいです
ね。北京オリンピック期間中は、日
本選手を応援して少しでも楽しく過
ごす事にします。
藤代 公成
北京オリンピック選手の頑張りを見
て元気づけられています。オミクロ
ンに負けない様に頑張ります。
荒井潤一郎
病は気から!!元気に頑張ろう。
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外山会員、君津ロータリークラブへ
ようこそ。これから宜しくお願いし
ます。
北京オリンピックが始まりました。
早速、モーグルジャンプなど日本選
手が活躍する明るい話題が飛び込ん
できました。元気を貰えますね。
我々もコロナに負けずロータリー活
動を頑張っていきましょう。
ウニバト君、本日は来訪ありがとう
ございます。コロナで大変ですが、
皆さん頑張りましょう。
いつもお昼ご飯が美味しいです。
ロータリーに入って良かったです。
外山会員、これから宜しくお願い致
します。
皆さんこんにちは。今日は四つのテ
ストを唱和させて頂きました。あり
がとうございました。
外山会員、自己紹介ありがとうござ
いました。これから共にロータリー
活動を頑張りましょう。
北京オリンピック始まりましたね。
日本頑張れ～とテレビで応援してい
ます!
2月5日RLI(partⅠ)に参加させて頂
きました。他クラブの会員の方達を
画面越しではありましたが拝見しな
がらのディスカッションは勉強にな
りました。
時節柄、お体ご自愛されお過ごしく
ださい。
RLI(partⅠ)の報告をさせて頂きま
した。ありがとうございます。
誕生日のお祝いをありがとうござい
ました。外山さん、ウニバト君、共
に地域貢献と世界平和活動を頑張り
ましょう!これからもロータリー活
動を頑張ります。

