第２３７２回合同例会及びI.M.報告議事録
日時 ２７年２月３日（火曜日）
場所 ザ・クレストホテル柏
時間 １２：２０点鐘

国家斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲスト： 柏市長 秋山浩保様
我孫子市長 星野順一郎様

プ ログ ラ ム
12：20 〜12：50 合同例会

司会 ガバナー補佐幹事 丸

点鐘

田 勝

功

ガバナー補佐 松 本 憲 事

国歌斉唱「君が代」

ロータリーソング「奉仕の理想」
来賓紹介

ガバナー補佐 松 本 憲 事

参加クラブ紹介

ガバナー補佐 松 本 憲 事

物故会員への黙祷

ホストクラブ会長歓迎挨拶

我孫子RC 会長 上

来賓挨拶

村 文

明

柏市長 秋 山 浩 保

我孫子市長 星 野 順 一 郎

幹事報告

各クラブ幹事 代表 服 部 広 司

点鐘

ガバナー補佐 松 本 憲 事

（敬称略）

12：50 〜13：20 昼食

Ｉ.Ｍ. テーマ「ロータリークラブの価値観を考えよう」
ガバナー補佐 松 本 憲 事

13：20 〜13：30 ガバナー補佐挨拶

13：30 〜14：20 基調講演「世界のロータリークラブから見る日本のロータリー」
第2790地区
休

研修リーダー ＰＧ 﨑 山 征 雄

（習志野中央RC）

憩

14：40 〜15：30 情報研究会での疑問点に対する対談 及び 質疑応答
（回答 及び 説明）第2790地区

風澤俊夫氏への感謝状及び記念品贈呈

柏西ＲＣ 榊

次期ガバナー補佐紹介

懇

隆

夫

柏西ＲＣ 森 市 直 樹

次期ホストクラブ会長挨拶
閉会の挨拶

（習志野中央RC）

（進行）ガバナー補佐 松 本 憲 事

15：30 〜15：50 質疑応答（参加者より）
15：50 〜16：20 前ガバナー補佐

研修リーダー ＰＧ 﨑 山 征 雄

親

会

16：40 〜18：00 各クラブ会長幹事（今年度、次年度）

ガバナー補佐 松 本 憲 事

ガバナー補佐、
ガバナー補佐幹事（今年度、次年度）

（敬称略）

合同例会
来賓・参加クラブ紹介
柏市長

秋山浩保様

松本憲事ガバナー補佐

参加クラブ紹介
柏ロータリークラブ 総勢３０名の皆様
柏西ロータリークラブ 総勢２４名の皆様
柏東ロータリークラブ 総勢１５名の皆様
柏南ロータリークラブ 総勢２６名の皆様
ホストクラブ 我孫子ロータリークラブ 総勢１３名の皆様
２７９０地区

研修リーダー ２００８ー２００９年度パストガバナー 﨑山征雄様

物故会員への黙祷

柏ロータリークラブ 山川宏会員 ２０１４年４月１２日ご逝去

ホストクラブ会長挨拶

上村文明会長
本日は皆様方お忙しい中、大勢お集まりいただきまして本当にありがとうござい
ます。崎山パストガバナーをお迎えしてＩＭを開催することになりました。
今日は節分です。豆をまかれる方もいらっしゃると思います。豆は芽が出ないよ
うに煎って蒔かなければいけないそうです。立春の前に季節の変わり目の邪気を
払うということで節分があるそうです。最近は恵方巻というのが流行っており、今
年の恵方は西南西だそうです。
本日は「世界のロータリークラブから見る日本のロータリ」というテーマで崎山パストガバナーに
基調講演をしていただきまして、
「ロータリークラブの価値観を考えよう」ということで、
ロータリー
クラブというのはどういうものなのか、皆さんと考えていければなと思っております。

来賓挨拶

秋山浩保様
皆様には日頃から地域、社会の為に様々な社会奉仕の大きな貢献をしていた
だき、本当に感謝をしております。今日は星野我孫子市長がご公務で欠席されて
いますが、先月、選挙でご当選されました。我孫子、柏で特に手賀沼を地元の宝と
して、
どう輝かせて行こうかと常に話しをさせていただいています。手賀沼は先輩
方の様々な努力のおかげできれいになりまして、
トライアスロンも行なわれており、
私自身も泳いでいます。水辺という環境は首都圏から見ると大きな価値です。手
賀沼を、我孫子、柏両市のふるさとの象徴にするのがいいのではないかと考えております。我孫子
では、今まで県が持っていた手賀大橋の水の館が我孫子市に譲渡されました。手賀沼を起点とし
て様々な活動が開始されると思います。柏でも、道の駅しょうなんを拡大し、駐車場、
レストラン、屋
外ステージ等が作れないか、千葉県に提案しています。われわれ市民が誇りを持てるふるさとの
象徴にしていきたいと思っています。我孫子、柏、各ロータリークラブの会員の皆様にも何卒ご協
力ご支援を賜りまして、
この地域をすばらしい地域にしていきたいと思っております。皆様のご健勝
ご多幸を心よりご祈念申し上げまして、
ご挨拶に替えさせていただきます。本日はお招きいただき、
ありがとうございます。
柏市長

我孫子市長 星野順一郎様からの祝電

丸田ガバナー補佐幹事
国際ロータリークラブ第２７９０地区第１０分区合同例会およびインターシッティング ミーティング
の開催、
おめでとうございます。第２７９０地区第１０分区の皆様の益々のご発展とご健勝を心から
お祈り申し上げます。

幹事報告

服部幹事

・我孫子クラブ例会場変更のお知らせ
従来、天王台のホテルマークワンを例会場としていましたが、今月から工事が
始まり、今までの会議室が狭くなるとの事で、湖北駅南口から徒歩１分程度の場
所にあるポアロというレストランを今月より例会場とすることに致しました。
メーキ
ャップに来られる時はできれば２日前くらいにご連絡をいただければと思います。

I.M.
ガバナー補佐挨拶

松本憲事ガバナー補佐
「ロータリークラブの価値観を考えよう」という非常にお固い材料をどう料理し
ようか考えたのですが、柔らかいのを少し交えながら後でリーダーとディスカッショ
ンしたいと思います。
まず、﨑山研修リーダーの方から「世界のロータリークラブから見る日本のロー
タリー」ということで講演をいただきます。今日はご多忙の所お集まりいただきまし
て本当にありがとうございます。
よろしくどうぞお願い致します。

基調講演「世界のロータリークラブから見る日本のロータリー」

﨑山研修リーダー
本来ならこんな高い所で話す身分ではありません。ガバナーをやったのは
２００８ー２００９年でした。少々ぼけてきまして、人の名前を忘れてしまうことが多く
なりました。数字もそうなので、間違っている事があるかもしれません。あらかじめ
謝っておきます。
フランスの経済学者、
ピケティの本が世界で１００万部も売れたそうです。民主
主義、資本主義の世界は収拾がつかなくなるから高額所得者の税金を上げろと
言っていますが、
日本の社長で社員の２、
３倍の給料はあっても、
１０倍、
１０００倍の給料を取ってい
る方はいらっしゃらないと思います。欧米ではいるかもしれませんが、
日本では当てはまる話しでは
ない感じがします。今で言う、若者優遇、甘やかしている感じがします。
１９６０年に私は大学を卒業
しました。その当時、
日本人は働きすぎると言われていました。子どもの教育でゆとりと言われ、学
力が落ち、今の若者は自分にあった学校、仕事がないと言うようになりました。仕事というのは食う
為にやるのに、やりがいがないから辞めると言います。世界でかわいそうな子ども、
かわいそうな民
族というのはいっぱいいます。
こんなに裕福なのは日本だけです。そういう国を考えると、不平不満
を持っている若者が日本には本当に多いんだなという気がします。
国際協議会を毎年サンディエゴで行ないます。今年はゲイリー・ホァン会長の"L i g h t u p
Rotary"「ロータリーに輝きを」がテーマです。全世界から５３０程の地区のガバナーと奥様が集ま
り、会場には１千人くらいの人がいます。会場はけっこう寒いです。何故かと言うと、
３０分くらい話し
ていると眠くなってくるからです。国際ロータリーの会長のゲイリー・ホァンさんは台湾の方で、財団
管理委員長や副会長、理事等を務めていらっしゃいました。
国際ロータリーのテーマを進め、
ワークショップや推進活動に関する情報の取得、
ＲＩ役員による
経験談とディスカッション、
エレクト同士のアイディア交換とパネル討論、
こういったことをやります。
これがＲＬＩ方式です。大きな会場でやって、小さい会場に分かれて討論して、
まとめる国際協議会
の方式がＲＬＩです。
ロータリーデーというのはロータリーの広報活動の一環で、市民にアピールしてくださいというこ
とです。私のクラブ、習志野中央は千葉工大を借りて文化講演会を行い、
それをロータリーデーに
する予定です。
２部構成で、千葉工大の流星観測のカメラに関する講演と、サントリーの山崎や白
州を作ったチーフブレンダーによるウイスキーに関する講演を行ないます。
ロータリーデーは２、
３時間でも、
１日でも３日でもよいというのがＲＩの方針です。地元のメディア
にイベントの記事を掲載してもらうようにしてください。
もう半年過ぎていますが、"Light up Rotary"「ロータリーに輝きを」については、
よく読んでくだ
さい。
１クラブ１名の会員増強、
できていますか。広報イメージ活動の重視はやっていますか。
ロータリ
ー財団の理解の促進は１人１３０ドル出してくださいということだけです。使い途は皆さんもＲＩも考
えます。
クラブ管理運営委員会を設けるというのは新人研修の問題です。
クラブの新人研修をやってく
ださいということです。各クラブに１名はクラブ研修委員長を作り、
この方が率先して新人研修をし
ていただきたいと思います。研修委員長は３年継続です。
クラブの手続き要覧を最低３回以上読ん
でいるパスト会長、パストガバナー補佐以上の方に委員長をお願いしたいと思います。
クラブ細則要覧というのは全部正しいわけではありません。今年は英語の翻訳が「綱領」が「目
的」に変わりました。
手続き要覧の間違いとしては、新クラブを作る時に何名以上の会員を集めなければならないか
ということが書いてあるのですが、
２０１０年版には２５人と書いてありますが、調べたら２０人が正解
です。皆さん一人一人に中身を勉強していただきたいと思います。
７月からの来年度のラビンドラン会長のテーマは"Be a gift to the world"「世界へのプレゼン
トになろう」です。

（２７９０地区１０分区の各クラブの創立時期、
スポンサー、会長、最大会員数、現会員数等を表
示。）
こういうものを見ると、
クラブの変遷、歴史がわかり、最大会員数に戻れるか戻れないか考えるき
っかけになります。我孫子は６３人、柏西は５９名いました。
若い方に対しての優遇策があります。
３５歳以下の新入会員は入会金、会費なしでもＯＫです。
ロータリーの歴史についてです。
第１期 基礎形成期（１９０５〜１９４７年）
ポール・ハリスが逝去するまでです。
第２期 発展期（１９４７〜１９７８年）第２時世界大戦が集結するまでです。
第３期 成熟期（１９７８〜２００５年）
第４期 衰退期（２００５年以降）
１９０５年は１業種１人から始まりました。親睦・助け合いが中心でした。
１９０６年にシカゴクラブの定款が制定され、
１９０７年になると社会奉仕の概念が入り、
ポール・ハ
リスが会長に就任し、公衆便所設置運動をしました。
ポール・ハリスが会長を辞任し、
この時に親睦派と奉仕派とに分かれ、奉仕派がライオンズとして
分かれて行きます。
１９１０年に全米ロータリークラブ連合会が誕生します。
最初に４人で始まり、今は１２０万人です。
日本で最初に出来たのは１９２０年で、東京ロータリークラブが２５人で始まりました。
１９２１年にスコットランドのエジンバラで初めて国際大会が開催されました。国際奉仕の綱領化
もありました。
有名な決議２３-３４は１９２３年です。
４つのテストが初めて発表されたのは３４年です。
１９３９ー１９４５に第二次大戦が終結。その当時のロータリーの人口はまだ３０万、
４０万でしたが、
そ
の後、爆発的に増えて行きました。
１９９０年代になると１３５万人くらいまで行きました。今は１２０万
人です。
７８年にサイエンス・プログラム、
８６年にポリオプラスが始まりました。
２００１年がＤＬＰ、
２００４年がＣＬＰです。
顕著なのは、
この２０年で先進国のロータリアンが減り、
インドをはじめとする第三国、発展途上
国のロータリアンが増えた事です。
１９９０年代に爆発的にロータリアンが増え、
ＲＩがガバナーの負担を軽減し、
ガバナー補佐を作
り、会員を増大しようとしたのがＤＬＰです。
ところが経済的ショックもあり、
あっという間に３割も減り
ました。そこであわててＣＬＰを作り、
クラブをもっと活性化しようとしましたが、各クラブが考えた内
容でクラブが元気になってくれればどちらでも構いません、
というのがＲＩの基本的な考え方です。
地球の年齢が４６億、世界の人口は６９億、
２５年には７８億、
５０年には９２億になると言われてい
ます。その時に日本はどうなっているのか。毎年１千万人の子どもが５歳の誕生日を迎える事なく死
んでいます。
９００万人が餓死しています。
日本の中でも出来ることはいくらでもあります。
ロータリーの組織、
お金を利用してできることがあ
ります。いいと思ったら、みんなついてきます。それがロータリーの友情だと思います。あいつと週に
１回メシを食いたいなと思う方々を誘う努力をしてください。
ここから始まるのがロータリーだと思っ
ています。

情報研究会での疑問点に対する対談及び質疑応答

松本ガバナー補佐
ロータリーでは社会奉仕が単年度プランになっているケースが多
く見られるが、社会奉仕は長期的なプランでやるべきではないか。
﨑山研修リーダー
何をやるかによると思います。身の丈に合った奉仕から始めて無
理のないようにやるべきだと思います。
まず内容を考える所から始
めるべきだと思います。

松本ガバナー補佐
３０年近く前にポリオプラスが採択され、約１０年近くたって撲滅宣言され、
２０１８年問題を含め、
目標は達成できるのか。長期間やって意味があるのか、
という厳しいご意見もあります。
﨑山研修リーダー
この問題はよく出る問題です。ガバナーの頃に少し調べてみました。歴史をよく学び直すと理解
が深まるのではないかと思います。
（次ページへ続く）

１９６０年代、安保反対、
オリンピック開催、
その頃、
日本でポリオが大流行しました。緊急措置とし
て冷戦下のソ連から１３００万人分の生ワクチンを輸入し、世界で初めて全国一斉投与が実施さ
れ、患者数が半分になりましたが、
日本でもゼロにするのに２０年かかっています。
１９７９年にフィリピンのガバナーが始め、
日本では１９８２−１９８３年度の創立１５周年事業として
東京麹町ロータリークラブがワクチンを送り、ＷＣＳプログラムとして始めました。
１９８５年にポリオ
蔓延国は１２５カ国あったのが、現在６カ国まで減少しています。目的が達成できるかどうかは正直
はっきりは言えませんが、確実に減少しているから今は手を抜けない、
と私は理解しています。協力
してください。
松本ガバナー補佐
新入会員の研修、
フォローアップについてはどう取り組んで行くのでしょうか。
﨑山研修リーダー
必ず紹介者がいるので、入って３ヶ月、半年くらいは紹介者と行動を共にするとよいと思います。
クラブとしての新人研修は本来ならば会長幹事の役割ですが、
クラブ研修委員長なるものを作り、
パストガバナー補佐、パスト会長になっていただき、責任上、新入会員の世話を見るようにしてくだ
さい。手続き要覧を意外と皆さん読んでいないなと思いますので、申し訳ありませんが、会長幹事
になる方は３回、
４回、読んでいただきたいと思います。
松本ガバナー補佐
１０分区の会員名簿には写真が載っていません。毎年ではなくても、顔写真を載せた方が名前と
顔が一致してよいと思います。
情報研究会の中で皆さん方から会員増強についてご意見をいただいています。
１. １０分区５クラブの入会見込み書を情報共有するべきではないか。
２. 入会しやすい業種をしぼるべきではないか。
３. 広報イメージとしてボランティア団体と共同奉仕活動をして知名度を上げてはどうか。
﨑山研修リーダー
できれば一番いい方法だと思います。
このやり方はＣＬＰです。
まず、
自分の友達を見つけ、一週
間に一回一緒にメシを食いたい、
そういう友達を連れてきてほしいと思います。
これがうまく行って
るのが台湾です。女性が多いです。自立した人間だったらロータリーは向いています。いろんなこと
をやるべきだと思います。
広報はやった方がいいです。自分のガバナー時代に新聞に一面広告を出しました。効果はありま
した。いろんなことをやるべきだと思います。
松本ガバナー補佐
ガバナーによっては地区の体制が変わります。国際奉仕が継続しないと成果が上がらないので
はないかというご意見があります。
﨑山研修リーダー
変わるから良いのだと思います。変わってリフレッシュできると前向きに考えるべきだと思いま
す。経営と同じです。効果が出る場合が多いです。
もしも極端なことがあったら声を大にして逆らう
べきだと思います。それもロータリアンだと思います。
松本ガバナー補佐
ロータリーには親睦、奉仕、高潔性、多様性、
リーダーシップという５つの価値観がありますが、高
潔性、多様性についてお話しをお願い致します。
﨑山研修リーダー
高潔性というのは倫理観のある職業奉仕そのものだと思います。自分の仕事を一生懸命やるこ
とは大変です。それをやったのは新渡戸稲造、内村鑑三、福沢諭吉、渋澤栄一、松下幸之助、出光
佐三、土光敏夫です。
この方達に言える事は、社員の数倍程度の給料でやるべきことをやったこと
です。
日本人の倫理観にロータリーは合っています。
松本ガバナー補佐
ロータリアンのリーダーシップ、会員の職業能力を生かす策はどのように理解すべきでしょうか。

﨑山研修リーダー
前に立って歩いて行ける人になるには、
リーダー
（leader）
になることです。へ理屈を付けたので
すが、lはlistenよく聞くことができる人、eはexplainよく説明して解釈できる人、aはassistよく補佐
して援助できる人、dはdiscussよく議論して討論することができる人、eはevaluateよく評価する
ことができる人、rはresponse責務を最後は自分が負う、何かあったら腹を切る覚悟ができる人、
こ
れがリーダーの真髄だと思います。
松本ガバナー補佐
ロータリーに魅力があれば退会者も減ります。研修リーダーが思う理想のクラブ、
ロータリーの
魅力についてどうお考えでしょうか。
﨑山研修リーダー
この間新聞に「一月は行く、二月は逃げる、三月は去る」と載っていました。一、二、三月は行事
も多く気ぜわしく、時間があっという間に過ぎます。本当の幸せとは、時間の観念がなくなるような
ものだと思います。同じ時間、場所、知識を共有できる、そういうクラブが最高のクラブだと思いま
す。

質疑応答
上村晃一会員より
ＲＩの考え方と日本の古いロータリアンの考え方とまるっきり違っているように思います。現在のＲ
Ｉは会員の拡大、財団への寄付を途上国へ送る事が基本のようになっていると思います。それに対
して日本のロータリーは理念で増えていたと思います。
１３万人いた会員が８万を切る状態です。
こ
ういう事に対して、パストガバナーの方達の中でお話しは出ていませんか。
﨑山研修リーダー
日本のパストガバナーはみんな従順ですが、
２３-３４決議や日本のゾーンが減らされるときは大
分逆らいました。
今、世界のロータリーというのは大きくなりすぎています。僕らが何をすべきかというと、いろん
な話しがありますが、社会奉仕、世界奉仕に目を向けなければいけません。
ヨーロッパ、
アメリカ、韓
国、
日本等の先進国だけが優雅にやっているということを考えなければならないと思います。水道
の水が飲めるのは世界で何カ国あるか知っていますか。
５カ国です。それが現状です。日本で一日
に一人の人間がバケツ３０杯使う所を、
アフリカではバケツ一杯の水を家族５人で一日使っていま
す。そういう現状の中で、
ＲＩはやらなければならないことを縮小できません。
上村晃一会員より
ポリオがだいぶ減ったけれど、今度はエイズ撲滅を応援しようじゃないかというような意見もあり
ます。
ロータリーというのは理念で勉強して活動する組織なのか、世界の困っている人を援助する
組織なのか、
ごっちゃになっていて、現状がこうだから仕方ない、
という考えでいいのかどうかという
話しです。
﨑山研修リーダー
今の日本の生活保護は困っている人なら誰でも保護が受けられるようになっています。医療保
険にしても、
日本は恵まれています。我々が恵まれている事を実感しなければいけないのではないか
と思います。
松本ガバナー補佐
以前、
ＲＩで長期計画と言っていましたが、途中から戦略と変わりました。
これには意味合いがあ
るのでしょうか。
﨑山研修リーダー
それは日本人が思っているだけで、欧米人は違和感を感じていません。
ＲＩの本部も司令部に変
わりました。その方がインパクトがある、効率的だとか、
その程度の意味だと思います。日本人の方
が戦いというような言葉にシビアになっていると思います。
（次ページへ続く）

松本ガバナー補佐
１０分区には中学生の手紙をつけてお花を高齢者に届けているクラブもあれば、
スリランカの貧
しい子ども達に食品や学用品、本等を贈っているクラブもあります。そういった目に見える社会奉
仕には力を入れやすい、協力しやすい、
お金を出しやすいといった利点があると思います。そういう
奉仕活動を地道にしていくべきだと思いますが、
いかがでしょうか。
﨑山研修リーダー
いつかこの子どもが自分たちを支えてくれる時が来るということを信じて奉仕活動をすることも
大事だと思います。できる事はできるうちにやるべきです。
内村鑑三はクリスチャンですが、
こう言っています。後世の地球に残す最大遺物は一に金だ、
お
金の事を話すべきではないという人ほど卑しいと言っています。二番目はインフラ事業。三番目は
教育だと言っています。その証拠にたった数人の漁師が書いた本が今や全世界のベストセラーに
なっているじゃないですか。聖書です。内村鑑三の「後世への最大遺物」という本があります。
どう
ぞ読んでください。

前ガバナー補佐 風澤俊夫氏へ感謝状及び記念品贈呈

次年度ガバナー補佐紹介

榊会員
次年度のガバナー補佐ということですが、西クラブの例会で口をすべらせたこ
と、
おだてに乗ったことを今、後悔しております。地区のガバナーの意向を皆様に
お伝えすると共に、第１０分区の融和の為に微力でございますが、働かせていた
だきたいと思っております。皆様のご支援とご協力をお願い致します。補佐幹事を
鈴木桂三会員にお願いしました。合わせてひとつ、
よろしくお願い致します。
柏西ＲＣ

次年度ホストクラブ会長挨拶

森市会長
本日は我孫子ロータリークラブの皆様のお骨折りにより、素晴らしい有意義な
例会になりました。我孫子ロータリークラブの皆様、
ありがとうございます。﨑山パ
ストガバナーの講演を、
これからの活動の参考にさせていただきたいと思います。
﨑山ガバナー、
ありがとうございました。次年度、榊ガバナー補佐を筆頭に会員一
同一丸となりホストクラブを務めさせていただきますので、皆さま方のご指導、
ご
協力のほど、
よろしくお願い致します。本日はありがとうございました。
柏西ＲＣ

閉会の言葉

松本ガバナー補佐
お疲れ様でした。今日は人生の中で一番長い日だったような気がします。
うちのクラブで今でも
言われるのですが、昔、会長をやった際、
ガバナーがいらした時に居眠りをしてしまいました。皆様
に目が重くなってはいけませんなんて言える柄ではありません。今日は無理なお願いをいたしまし
た。今日のＩＭが皆様方にとって少しでも有意義な会になっていればありがたいと思います。今日は
本当にお疲れ様でした。
ロータリーの友事務局 ホームページ www.rotary-no-tomo.jp メールは web @rotary-no-tomo.jp
環境ＮＰＯオフィス町内会が中心となって２００５年に立ち上
げた新たな間伐促進活動が「森の町内会」
です。
この活動に
賛同して
「印刷用紙」
や
「コピー用紙」
を使用する企業は
２００９年９月現在、９２社にのぼり、その環境貢献として促進さ
れる岩手県岩泉町・葛巻町・青森県三沢市での間伐は、年
間３０haの規模になっています。グリーン購入大賞で大賞
を、山村力コンクールで林野庁長官賞を受賞しています。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と
間伐材の有効活用に役立ちます。

我 孫 子ロータリークラブは、
環 境 貢 献として、
「 森の町内 会」 を応 援します。

