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第 60巻第 2号 通巻第 2800号 

第 2824回 例会 

2018年（平成 30年）7月 10日 
12:30点鐘 商工会議所 4階例会場 

 

2018～2019年度 
国際ロータリーテーマ 

インスピレーションになろう 
国際ロータリー会長  バリー・ラシン 
第 2790地区ガバナー  橋 岡 久太郎 
第７グループ 

ガバナー補佐  髙 山 義 則 
東金ロータリークラブ会長 古 川 秀 夫 

〃      幹事 並 木 孝 治 
 

東金ロータリークラブ 概要 
Togane RC Information 

創  立 1959年 9 月 15日 
ＲＩ承認 1959年 10月 17日 
例会日  火曜日 12:30～13:30 
例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 
WEB  http://www.togane-rc.jp/ 
事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 
東金商工会議所内 
TEL  0475-52-1101(代) 
FAX  050-3730-2559 
E-mail info@togane-rc.jp 

Program   

 
開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

お客様ご紹介 

お食事 

会長挨拶 

幹事報告 

スピーチ 

 

委員会報告 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

古川 秀夫 会長 

「我等の生業」 

並木 孝治 幹事 

 

かしま 

古川 秀夫 会長 

並木 孝治 幹事 

髙山義則 ガバナー補佐 

（大網ＲＣ） 

 

親睦委員会 

管理運営委員会 

古川 秀夫 会長 
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会長挨拶 

古川 秀夫 会長 

私は７５歳になりますが、人前で話すこ
とが最近苦手になってきました。そんな時
に１年間、会長を仰せつかることになりま
した。皆様の寛容な心を持って、私の言葉
を補ったり、引いたりしながらお聞きいた
だければと存じます。どうぞ１年間、ご指
導ご鞭撻をお願い致します。 
今年度のロータリーのテーマは「インス

ピレーションになろう」という言葉ですが、
良くわかりません。皆さんもこの１年間で
それぞれ解釈していただければと思いま
す。 
ロータリーの目的は意義ある事業の基礎と
して、奉仕の理想の理念を第一とし、それ
を育むことにある。具体的に次の各号を奨
励することにある。 
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 
２．職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ

仕事は全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．ロータリアン一人ひとりが、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事 

４．奉仕の理念で結びつけられた職業人が
世界的ネットワークを通じて国際理
解・親善・平和を推進する事 

四つのテストは省略しますが、ロータリア
ンの行動規範という言葉があります。 
ロータリアンとして私は以下のように行動
する 
１．個人としてまた、事業において、高潔

さと高い倫理基準をもって行動する 
２．取引のすべてにおいて公正に勤め、相

手とその職業に対して尊重の念をもっ
て接する 

３．自分の職業スキルを活かして、若い人々
を導き、特別なニーズを抱える人々を
助け、地域社会や世界の人々の生活の
質を高める 

４.ロータリーや他のロータリアンの評判
を落とすような言動は避ける 
特に私自身として、第４のロータリアン

の評判を落とすような言動は控えること
を肝に銘じてやっていきたいと思います。 
これらに基づいて一年間やって行きたいと
思いますので、どうぞよろしくお願いいた
します。 
新年度は小林清益（元）会員、大ベテラ

ンの会員ですが、宮原さん、ようこそおい
で下さいました。またロータリークラブに
戻ってこられたお二人のますますの活躍
をご期待申し上げます。どうぞよろしくお
願いいたします。 
 

第 2823回 例会の記録 <7月 3日＞ 
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幹事報告 

 
並木 孝治 幹事 

〇理事会報告 
・年間予定 高橋会員作成のスケジュール
表に基づいてすすめる 

・9月創立記念例会  
新千葉カントリークラブで開催予定 

・10月 18日 ガバナー公式訪問  
例会：東金商工会館 東金ビューＲＣと

合同  
例会の後 懇親会を行う 会場は志津本
を予定 

・7月 10日 ガバナー補佐の訪問 
 10月 2日 ガバナー補佐の公式訪問 
・活動計画書 8月頃完成の予定 
・副幹事を 野口雅子会員に依頼 
〇米山梅吉記念館 50周年 寄付の依頼が
あり 一口 3,000円以上 クラブで取り
まとめる 

 

会長交代式 
謝辞 秋葉芳秀 前会長 
 おかげさまで一年間、皆さんのご協力の
おかげで 100パーセントの出席が出来まし

た。記念に赤富士の扇子と、前年度のロー
タリーの横幕をいただきました。人生 100
年についてある方が「100年は長い。65歳
以上で高齢者。100年までは相当長いので、
それを生きるための 3つの条件がある」と
言っていました。1つは、職業寿命。2つ
目が健康寿命。3つ目が資産寿命。この資
産寿命とは、お金をためずに投資すること
だそうです。65以上は投資をしてもっと頭
を活発にさせることがいいのかもしれま
せん。もう一つの職業寿命だが、仕事には
定年がある。なんとか関わるものをもって
いかないと、100年を生きるのは難しいと
いう事だそうです。私は 69歳になります。
ロータリーに入っていることを活用して
いけば、この三つを達成できるかなと思っ
ています。

 
小林信雄前々会長（左）より、秋葉芳秀前会長（右）へ 
記念品が贈呈されました。  
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秋葉前会長より 
古川会長へ 
会長バッジの 
贈呈 
 

入会式 

 
新入会員 小林清益 会員（右） 

 
新入会員 宮原信道 会員（右） 

 

 

 

 

誕生祝い 

 
秋葉芳秀 会員（右） 

米山奨学金授与・スピーチ 

 
古川秀夫 会長（左）  

米山奨学生 アニス・コイルン・ニサさん（右） 

 こんにちは。奨学金をいただき、誠にあ
りがとうございます。今回は、インドネシ
アにおける多様性について御紹介したい
と思います。インドネシア共和国は、赤道
付近にある約 1万 7000もの島々から成る
世界有数の島嶼国家です。国土の総面積は
約 189万平方キロメートル（日本の約 5倍）、
東西の距離はアメリカの東西両岸とほぼ
同じ約 5,000㎞にお及びます。約 2億 3,800
万人（2010年政府推計）の人口は、中国、
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インド、アメリカに次いで世界第 4位。そ
のうちの 88.6％がイスラム教を信仰してお
り、世界最多のイスラム教徒を有する国で
もあります。 
一方で憲法では信教の自由が保障され

ていますので、キリスト教、ヒンズー教、
仏教などを信仰する国民もいます。国語は
インドネシア語ですが、地方によって文化
が多様で、地方ごとに異なった言語が使わ
れています。こうした多種多様な文化、言
語、宗教が混在しているインドネシアの国
是は「BHINNEKA TUNGGAL IKA(unity 
in diversity：多様性の中の統一)」。まさに
多様性こそがインドネシアという国の活
力と魅力の源泉といえます。 
 インドネシアの多様性は、長い歴史の中
で様々な民族や国からの影響を受けて培
われてきました。紀元前に、現在のインド
ネシアを形成する島々にヒンズー教文化
や仏教文化が伝来しました。8世紀にジャ
ワ島中部に興った仏教国シャイレンドラ
王朝は、ボロブドゥール寺院などの有名な
仏跡を残しています。イスラム教徒・イス
ラム文化が渡来したのは 13世紀頃の事で
した。その後、多くの地域ではイスラム化
が進み、現在の多様な宗教が共生する国家
が形成されました。 
 ところで、皆様が「イスラム教」と聞く
と、どんなイメージを思い浮かべますか？
「危ない」「治安が悪い」「テロ事件」「過
激派」このような言葉を頭に思い浮かべる
人は結構いると思います。これは日本人だ
けが抱えている感情ではなく、欧米でも同
じことだと、よくニュースに書いてありま

す。私は日本に来てからちょうど今日で 3
年になりました。日本に来て半年くらいの
頃、ある日私は道を歩いていると年輩の方
に会いました。その年輩の方が私の顔を見
たとたん、急いで走り去りました。私の顔
が「犯罪者っぽい」というイメージなので
しょうか。近年、ニュースになるのは何か
事件が起きたときです。悪い出来事だけが
取り上げられるのに対して、良い出来事は
ニュースになりません。つまり、悪い出来
事だけがマスメディアによって知らされ
ているのです。悪いニュースしか耳に入ら
ないと、人は悪いイメージしか持たないも
のだと考えています。 
 実は、イスラム教は弱い人たちの立場に
なって物事を考える宗教で、とても純粋な
考えの宗教です。そして、良い教えが沢山
有ります。例えば「人をだましてはいけな
い」「人の物を盗んではいけない」「人に危
害を加えてはいけない」等の教えがあり、
イエメンという国ではこの教えに背いて
盗みをはたらいた人は、盗んだ方の手を切
り落とされるという罰が近年まであった
ほど厳格な宗教です。ムスリム（イスラム
教の人々）はこれらの教えを守りながら生
活をしている人が多いのです。また、イス
ラム教の最も大事な教えである 5つの柱に
もなっている「喜捨」という教えは、富め
るイスラム教徒が貧しいイスラム教徒に
金銭や食べ物などを差し出し助け合いな
さいというものです。「断食」の教えは、
断食を実践することで、お腹をすかせた貧
しい人の気持ちを理解することなどが目
的で、実体験することで相手の気持ちを理
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解しようというこれらの教えを見れば、弱
者の立場に立った宗教であることがわか
ると思います。 
 近年、テロ事件の多くがイスラム過激派
（イスラム原理主義）によるものです。し
かし一般的なイスラム教徒とイスラム過
激派は、考え方が全く違いますし、一般的
なイスラム教徒たちはイスラム過激派に
反対しています。 
 例えば、ISIS（イスラム国）によるイン
ドネシア内でのテロ活動や若者を勧誘す
る活動が活発になったことで、弱体化しつ
つあった ISIS内のテロ組織が息を吹き返
しているという問題も生じています。イン
ドネシア国内でも自爆問題が最近よくあ
りました。インドネシアでは「テロは絶対
許さない」と、政府がこの問題を解決する
ために様々な取り組みも強化しています。
例えば、インドネシアでは国家警察対テロ
特殊部隊“Densus 88”を構築しました。多
様なエレメントと連携した結果、テロの犯
罪者が多く逮捕されています。また、犯罪
者は死刑に値するという姿勢で、継続して
取り組んでいます。 
 私にとって宗教の違いは大きな問題では
ありません。インドネシアにも、違う宗教
の友達がたくさんいますが、特に日本へ留

学している中で、わたしはいろいろな国の
人たちと出会いました。彼らは私とは違う
宗教ですが、皆がとても優しく、私の宗教
に対する偏見や差別もなく、毎日楽しく生
活をしています。このように異なる宗教・
文化であってもお互いを尊重し合うこと
が出来れば、国際平和につながる第一歩に
なるという考えが私の中に強く根付いて
います。 
 

補助金贈呈 

 
小林信雄 会員（左） 野口雅子 会員（右） 

去る６月、アトランタ国際大会に参加し
た小林信雄会員、野口雅子会員に東金ロー
タリークラブより旅費の補助金を贈呈し
ました。 

出席率  ７月３日 
会員数 出席率 コイン BOX 

１７名 ８２．３５％    ２，３０４円 
 

欠席・Makeup の連絡は，前の週金曜日までに
（緊急の場合は当日 10 時までに）事務局宛に，
電話・ＦＡＸ・Ｅメールにてお願いします。  
メーキャップ先への事前連絡もお忘れなく。 
 
電話 090-7634-7175 / FAX 050-3730-2559 

Email: info@togane-rc.jp 


