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● ロータリーソング「我らの生業」 

 

    

みなさんこんにちは。本日の会長の時間は、「PETS」についてのお話しです。 

先週のクラブフォーラムでも、何度か「PETS」という名称は出ましたが、まず、「PETS」とは、

Presidents-Elect Training Seminar（プレジデント エレクト トレーニング セミナー）そ

れぞれの頭文字を取った略語で、「会長エレクト研修セミナー」のことを指します。今年度で言

えば湯浅 会長エレクトが対象です。 

これは、国際ロータリーの細則の規定に従って、ガバナーエレクトの指示と監督のもとに地

区研修リーダーによって計画され実施される情報提供のプログラムです。クラブ会長就任への

資格要件として、ロータリークラブ定款では、この「PETS」と、5月に開催される「地区研修・

協議会」に必ず出席しなければならないとなっています。 

では、この「PETS」の目的として、クラブの会長エレクトに次のような点についての能力、

知識、及び、やる気を育成することにあるとされています。 

一点目 ・クラブの会員基盤を維持し、増大させる。 

二点目 ・地元地域社会および他国の地域社会のニーズに対応するようなプロジェクトを実行

し、成功させる。 

三点目 ・寄付 および プログラムに参加することで ロータリー財団を支援する。 

四点目 ・クラブレベルを超えて ロータリーに奉仕する能力のある指揮者を育成する。 

実際に、私も去年の 3月に「PETS」に参加し、しっかりと勉強して来ました。このときに、

ガバナーエレクトから次年度の地区の方針と目標が発表されます。今週の 3月 17日（日）に 湯

浅 会長エレクト が PETS に参加されます。湯浅年度に向けての本格的な準備の始まりだと思

いますので頑張ってください。 

 

 

   §米山奨学生チャンティー・トゥイト・ミンさんが修了式を終えました。本日送別となります。 

   司 会・ビジター紹介   樋口 富之 S.A.A 

 

 

 

 

   会長の時間        仲田 真介 会長 

 

 

 

 

 幹事報告          熊本 泰久 幹事 
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§米山奨学生チャンティー・トゥイト・ミンさんに最後の奨学金と記念品が贈呈されました。 

 4月より、京都大学 大学院 東南アジア研究学科に進学します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§仲田真介会長  みなさんこんにちは。3月 5日に、第 3第 5テーブル合同、3月 7 日に第 6テ

ーブルのテーブルミーティング開催ありがとうございました。この週は、ロー

タリーでお腹がいっぱいでした。テーブルマスターの皆さん本当にありがとう

ございました。ニコニコ致します。 

§湯浅 定会長エレクト 

         安食様、本日の卓話よろしくお願い致します。 

§熊倉 学会員  皆様こんにちは。過日の結婚記念日に豪華な「祝い花」ありがとうございまし

た。感謝です。 

         先週 3月 6日に東京ロータリークラブでメイクアップして来ました。次年度ガ

バナーの川島様は栃木の方で、米山記念奨学会創設者の故 古澤丈作様にお詳

しく、次年度イベントをお考えのようで、ご自身も東京ロータリークラブへ相

談に行ったとの事であります。私も米山記念奨学会の創設クラブを少しでも知

りたく、メイクアップしました。 

米山記念奨学会報告 

 

 

 

 

  ニコニコ BOX 委員会報告      杉本 勝 副委員 
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         東京ロータリークラブの感想は、クラブの皆さんが気軽に声をかけてくださり、

孤立感は全く感じませんでした。食事もここと遜色ない美味しいもので、「さす

がは東京ロータリークラブ！」の一言でした。 

§古矢幸伸会員  こんにちは。昨日 3月 11日で東日本大震災から 8年が経ちました。私も職業

を通じて風化させてはいけないと、毎年この日は感じます。ニコニコ致します。 

§杉本 勝会員  妻が白内障の手術をしました。無事、両眼できました。ニコニコ致します。 

           

多くの会員の皆様にご協力戴きありがとうございました   今週の金額 9,000 円 

 

 

 

峰町キリスト教会 

牧師 安食 滋良 様 

 

 

 

 

4つのトピック牧師になった経緯 

① 牧師になった経緯 ②私たちの文化とキリスト教 ③峰町キリスト教会の特色 

牧師になった経緯 

父が牧師なので幼い頃から聖書の教えに触れて育つ。小学校から野球に没頭。高校時代は作新

学院の野球部に所属し青春を過ごす。その後、高校卒業後親元を離れ、関西にある関西学院大学

に入学する。大学時代ラップに出会い MC battleにて 2007 年兵庫大会優勝。生活環境や将来に

不安を覚え聖書の教えに立ち返る。牧師になりたいと言う思いが与えられ関西聖書学院を 2011

年に卒業し、今栃木県宇都宮市で牧師として働いている。 

 

私たちの文化とキリスト教(PP) 

日本では未だにキリスト教というと外国の宗教というイメージが根強いしかし、実はそうで

はなく私たちが生活の中で当たり前に感じているものの中に実はキリスト教聖書の影響がたく

さんある。 

(PP)聖書は世界一のベストセラーと言われています  

第 5位   アルケミスト - 夢を旅した少年         6,500万部  

第 4位   指輪物語（ロード・オブ・ザ・リング）     1億 300万部 

第 3位   ハリー・ポッター               4億部 

第 2位   毛沢東語録            8 億 2000万部 

第 1位   聖書                              39億 

・クリスマス、イースター   ・一週間は 7日でその 1日は休み 

・紀元前を表す BC（キリストが来られる前、 Before Christ） 

・紀元後を表す AD（キリストが来られてから、Anno Domini） 

・医療、教育の発展             ・クラシック音楽、芸術の発展  

招待卓話 
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豚に真珠 マタイ 7:6 目からうろこ 使徒 9:18  

働かざるもの食うべからず Ⅱテサロニケ 3:10 七転び八起き  箴言 24:16 

また、聖書は各国の法律の基礎となり、聖書の教えに感銘を受けたクリスチャンによって

様々な権利が勝ち取られてきました。民主主義、男女平等、人種差別の撤廃など。近年、NHK

の連続テレビ小説や大河ドラマでクリスチャンの女性が取り上げられることが続いた。『八重

の桜』新島八重、『あさがきた』白岡あさ/広岡浅子、『花子とアン』村岡花子、『まっさん』エ

リー/竹鶴リタ、それは明治時代以降、日本社会に影響を与えた女性に焦点を当てるとき、聖

書の影響は避けて通れない。彼女たちはある時聖書に出会い、聖書が示す価値観に感銘を受け、

それを実践することで日本に新しい風を吹き込んでいった。彼女たちはいま私たちが当たり前

であると感じている、男女平等、差別撤廃、孤児問題など様々な権利を勝ち取って来た。一般

的にキリスト教というと外国の宗教、何か遠い存在に感じることがあるかもしれませんが、実

は私たちの文化や価値観に深い影響を与えている。しかし、日本では現在クリスチャンは１パ

ーセントと言われている。世界を見ると 70億中 2２億人がクリスチャン三人に 1人がクリスチ

ャン。世界人口の 30パーセント以上 

なぜ日本ではキリスト教が広がらないのか。私たちの教会は、「それは日本の教会がその歴

史の中で、世界に多大な影響を与えて来た聖書のメッセージを正しく提供できてこなかったか

らではないか？」と考えた。そしてどのようにすれば、その聖書のメッセージを命あるものと

して届けることができるのだろう。その考えを胸に様々な取り組みをして来た。 

峰町教会の特色 

礼拝の多様化 

⑴ わかりやすいメッセージ。 

聖書をただ解説するのではなく、ジョークを交え、聴く人の生活の中に適応できるよう、わかり

やすく伝えられるよう工夫。 

⑵ 時間短縮 

多くの教会は一回の礼拝時間が 2時間、長いところで 3時間にもなる。現代の人々はよりスピー

ディーなものを求め慣れている。余計な部分をそぎ落として 1回の礼拝時間を 1時間に短縮した。 

⑶ 洗練された音楽、 

音楽に興味ある若者を海外の音楽学校へ留学することを勧め、アメリカで学んで来た人たちが最

先端のゴスペルを提供している。また、教会の聖歌隊にも音大出身の指導者を立てレベルの高い

ものを来た方に提供できるよう取り組んだ。 

⑷ 礼拝を増やして来られる方のニーズに合わせる。 

現在峰町教会では、土日合わせて５回の礼拝の時を持っている。音楽の好み、来られる方の事情

に合わせても礼拝を分けている。 

カルチャースクール 

・日本にクリスチャンが少ない原因として、聖書のメッセージを聞いたことすらない人が多数で

あるという理由が考えられる。カルチャースクールを通して聖書のメッセージを発信していく。 

英会話教室、ゴスペル、聖歌、手話教室、写真部、絵画教室、フラダンス、ウクレレ教室 etc

それぞれの活動の中で 10分程度聖書の話をする時間をいただいている。またそのほかにも聖

書のメッセージを聞いてもらう機会として、NHK聖書講座、年末の無料クリスマスコンサート

（毎年 2000人の方が来てくださっている。）礼拝をユーストリームでの配信。ゴスペルジェネ

レーション（土曜日 6時からとちぎテレビ 30分番組）また社会活動を通しても聖書のメッセ
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ージを発信している。「UICS」というフリースクール。「光と風の家」児童養護施設への働きか

け「リレーフォーライフ」ガン患者の方を励ますイベント。「バディ」ネパールの貧困層への

働きかけ。私たちが目指すのは、クリスチャンになるならないは別として、少なくとも聖書の

メッセージは知っているという方が 1人でも増えていくことです。そのような取り組みの中、

35年前は礼拝に来られる方は 30名だったのですが、現在は土日合わせて 500名の方が礼拝に

来られている。 

なぜ聖書は時代を超えて多くの人に読まれ続けているのでしょうか？それは読んだ人の人

生に大きな影響を与え続けてきた書物であるからだと思います。そしてそのメッセージを正し

く伝えるならば、聖書の教えには現代に生きる私たちの人生を立て直す力があると確信してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

日付 プログラム 時間 例会場 

第 1115 回 

3 月 26 日(火) 

招待卓話 

「ロータリー財団について」 

地区ロータリー財団委員長 

森本敬三様 

12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

 

 

   プログラム          髙橋 順也 委員長 

 

 

 

 

出席報告 髙橋順也 友愛常任委員長 

 

会員数   40名  前々回ＭＵ   0名 

出席数   30名   前々回訂正    0名 

欠席数    10名   前々回訂正率  

出席率  75.00％        100％ 

 

次回例会予定 

 

第 1114 回 3 月 19 日(火) 

新入会員卓話 

須賀 正人 会員 

庭野 宏隆 会員 


