第２０７３回例会報告議事録
日時 ２０年８月７日（木曜日）
場所 柏市沼南商工会館
時間 １２：３０点鐘

ゲスト： 﨑山 征雄ガバナー
中野 尚宏 地区幹事
（習志野中央ロータリークラブ）
須藤 英華ガバナー補佐
神野 美明ガバナー補佐幹事
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出席報告

出席率１００％

ガバナー卓話

１００％例会でお出迎えというのは初めて
です。心よりお礼申し上げます。
我孫子ロータリークラブさんは１９６５年
の創立ということで、ご年配の方がたくさん
いらっしゃいます。そういう方々は我孫子ロ
ータリークラブの宝です。

星野出席委員長

﨑山ガバナー
ロータリーは今、変動しています。変え
なければならないもの、変えてはいけないも
の、守らなければならないロータリーの理念
はあります。
ガバナーは今、日本に３４人います。メー
リングリストでガバナー同志日々、うちの地

区はこういう問題がある、こういう時どうして
いる等、情報を共有しており、それはとても
重要なことです。
２７９０地区のテーマとしては、
「日本人の
和の心、倫理を大事にした武士道で・・・
でロータリーの心と原点を大事に。」と考え
ています。
武士道の中の私の大好きなうた、吉田松陰
が言った言葉、
「かくすれば かくなるものと
知りながら 已むに已まれぬ大和魂」を何と
か広めて行きたいと思っております。
（ロータリーについてのパワーポイントによる解

説）
・李東建（Ｄ . Ｋ . Ｌｅｅ）ＲＩ会長による
本年度のテーマ " ＭａｋｅＤｒｅａｍｓＲｅａｌ"
｢夢をかたちに」について
・ポリオ撲滅運動について
・世界の水不足問題について
・世界の食料事情について
・ロータリークラブ会員増強について
１０月２５・２６日に地区大会があります。
是非ご参加ください。

ガバナー挨拶

﨑山ガバナー
員増強、財団と米山にお金をくださいね」
という事になってしまうのですが、そうする
と、来年来るときは倍になっているかなと、
楽しみにしております（笑）。よろしくお願い
します。

ガバナー補佐挨拶

須藤ガバナー補佐
先程ガバナーがパワーポイントを使ったご
講演がありましたが、毎回バージョンアップ
していて感心します。ガバナーのご期待に
添えるよう、私たちも会員増強しながら仲良
く１０分地区を盛り上げて行きたいと思いま
す。どうぞよろしくお願いいたします。ありが
とうございます。

クラブ奉仕委員会

上村文明クラブ奉仕委員長
るようにしたいと思っています。
今までなかったのですが、各委員会の委
員長さんたちとクラブ運営について協議会を
持ちたいなと思っております。会員増強して
行く中で、新人さんが脱落しないようやって
いきたいと思います。
今日伺ったＳＡＡですが、大切さを再認識し
ました。ＳＡＡ共々頑張って行きたいと思っ
ております。

職業奉仕委員会

上村晃一職業奉仕副委員長
とでしたので、お話しさせて頂きます。
現在ロータリークラブは厳しい状況になっ
ております。
我孫子のクラブも６０人近くいたのが半分
を切っております。

クラブ協議会というものは一体いつ開くん
だ、という事ですが、地区大会の後とか会
長幹事が皆様にお伝えしたい時、ということ
になっています。
お伝えしたい事の焦点をしぼりますと、
「会

今日は１００％出席、すばらしい事だと思
います。
情報の共有、情報交換、これも出席があっ
てのことで大切な事だと思います。
柏・沼南・我孫子の合同テーマ「さらに魅
力あるロータリー」ということで今年度進め
て行きたいと思います。

エレクトということで、来年に向けてクラ
ブ奉仕委員会を受けました。
先程、﨑山ガバナーからもＣＬＰについて
沢山のご意見を拝聴しました。
我孫子クラブは大先輩が沢山いらっしゃ
る、誇りのあるクラブです。
その中で、今年一年クラブ奉仕委員会と
して、クラブの出席率、その他について、各
奉仕委員長さんと協議を重ね、いいクラブ
運営、来年に向けてＣＬＰの組織運営が出来

今日は和上委員長がお仕事の関係でお休
みで代理で来ました。
昨日、和上委員長に電話で、和上委員長
の計画と私の考え方はちょっと違うんだがい
いかと言ったら、それで結構だからというこ

基本の形が変わって来たロータリーになっ
たのは残念に思います。
ぜひこれから、本音で語るロータリーの活動
を考えないといけないのではないかと思いま
す。

Ｗｅ ｓｅｒｖｅ.ではなくて、Ｉ ｓｅｒｖｅ. と
いう事をどうやってこれから進めて行かなけ
ればならないか、という事を考えながら、自
己のロータリアンとしての考え方を向上させ
ていくのが良いのではと思います。

社会奉仕委員会

野田社会奉仕委員長
り凧揚げ大会と芋煮会を行いました。本年
度も継続したいと思っております。
先程、ガバナーの方から「子供たちに光
を」というお話がありました。その辺をぜひ
今年、行動に移して行きたいと思います。

国際奉仕委員会

松本国際奉仕副委員長
振興プロジェクト、翌年には視察団を送って
確認したりしました。
我孫子ロータリークラブとしては、独自の
考え方を持っており、できるだけ身近なもの、
目に見えて残るものを協力して行こうと思って
おります。また、国際奉仕は決して強制的に
やるものではなく、会員一人一人の自由意志
を重要視し、国際奉仕の役割を十分に理解
した人で、やりたい人がやりたい時にやれる
だけをやる、という事がポリシーとして残っ
ているような気がします。

地域に根ざした社会奉仕は何かないかと
考え、クラブ内で協議会を開き皆さんからご
意見を伺い、昨年、レンゲ祭りを行いました。
毎年秋に手賀沼ほとりに幼稚園児とれんげ
の種を蒔くのですが、それが咲く頃に、手作

ロータリーの中で国際奉仕活動は非常に
重要視されている中で、北半球と南半球の
格差の問題というものがあります。
特にアフリカは飢餓で１年間に約１５００万人
の方々が亡くなっています。
セーフティなことを考えますとＯＤＡがありま
して、日本もアフリカに目を向けています。
小さな事の積み重ねで行こうと、我孫子ロ
ータリークラブでは以前フィリピンのマニラ
市に給食センターを贈呈したり、２００１年
の創立３５周年記念にはスリランカ島に教育
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ロータリーの友 事務所へのメールは
web@rotary-no-tomo.jp
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