第２５６９回例会報告議事録
日時 令和元年５月１４日（火曜日）
場所 川村学園女子大学 我孫子キャンパス内 会議室
時間 １２：１５点鐘

ロータリーソング「我らの生業」
ゲ ス ト : なし
ビジター : なし
S . A . A .: 倉持会員

会長挨拶

服部副会長（代理）
大型連休の１０日間の間に郵便局の保管期限が切れて、送ってきた法務局にレ
ターパックが返送されていました。休みが明けて出てきて法務局に電話をしたら、
送り直すのでレターパックをひとつ送ってほしいと言われ、
それはおかしくありませ
んかと話をしたのですが埒があきませんでした。連休中に受け取りが可能かどう
かは想像力を働かせればわかることじゃないのかなと思うのですが、いろんな局
面の中で想像力を私ももっと働かせて行きたいなと思っています。
幸いロータリーには四つのテストがありますので、判断をする場面では、真実かどうか、みんなに
公平か、好意と友情を深めるか、みんなのためになるかどうか、
そういう行動規範に照らして判断
をすれば、
そう大きく判断を誤る事はないのかなと思います。
連休中、
いいこともあれば、
おもしろくないこともありましたが、
これから梅雨に向かいますし、新し
いロータリー年度も迎えますので、皆さんも四つのテストを座右の銘としてお互いにやっていきた
いと思います。ありがとうございました。

親睦委員会報告

米田副委員長
来週の５月２１日
（火）、
２２日
（水）
は親睦旅行として西山温泉に行って参ります。
参加者は荒井会長、梶会員、上村ご夫妻、倉持会員、小池会員、鈴木会員、
瀧日会員、寺井会員、藤本会員、前田会員、依田幹事、米田会員の１３名です。
また来年もありますので、今年参加できなかった方は来年ぜひご参加ください。
バスの時間等は事務局の方からファックスでご連絡いたします。
よろしくお願いい
たします。

出席報告

幹事報告

関根副委員長
２４名（出席免除者含む）出席（全員で３１名） 出席率７７.４１％
業務による欠席が７名。
業務の為：荒井会長、石原会員、今井会員、古谷野会員、佐藤拓司会員、
志賀会員、澁谷会員、福武会員、柳田会員、湯下会員

依田幹事

・理事会報告
ＲＬＩの登録が我孫子はないので、ぜひ来年度は登録者を出したいという
ことになり、理事会からの推薦で、服部会員、村越会員、米田会員、私の４
人で行く形になりました。他に行かれる方がいらっしゃいましたら登録をし
て一緒に研修を受けて行きたいと思います。
・６月１１日（火）６時３０分より我孫子市南近隣センター８階調理室にてファ
イヤーサイドミーティングを行ないます。その後８時より我孫子駅付近にて
懇親会を行ないます。
講師は瀧日会員、鈴木会員です。
３年未満の会員の方が対象になります。湯下会員、倉持会員、関根会員、
前田会員、柳田会員、佐藤（拓）会員、寺井会員、梶会員、日暮会員、小野
会員、古谷野会員の１１名が対象になります。
ロータリーについて学ぶ会になりますので、他の会員の方もご参加いただ
ければと思います。
・来週は親睦旅行です。
・５月２８日（火）は昼間が親睦ゴルフと、夜は夜間例会になります。
・次回ここで行なう例会は６月４日（火）になります。

卓話

上村ガバナー補佐
ガバナー補佐会議等で忙しいのですが卓話をやれということで、
３０分できるか
どうかわかりませんけれども、
お話させていただきます。
ロータリー情報マニュアルや基礎知識等をお持ちでない方がいらっしゃると思
います。本来であると新入会員に配られるべきものなので、
ＲＬＩに行かれる前に読
んでいただければと思います。
クラブの細則ですが、会長幹事はクラブ計画を立てる前に細則の検討をしてく
れと地区の会議で言われていました。細則が定款の主旨に反していないかどうか検討して、
クラブ
計画を作り直してもらうのが手っ取り早いのかなと思います。
直前会長さんと副会長さんが我孫子では同一になっているのですが、標準定款を見ると直前会
長、副会長は別の人物を選ぶ事になっているので、
その辺も検討が必要なのかなと思っています。
クラブの代表者は会長さんと幹事さんです。役員さんの他に理事さんがいて、会長さんが理事
会を招集して、理事さんが理事会で決定事項をし、
それがクラブの一番の約束事になります。
会場監督、
Ｓ.Ａ.Ａ.さんは例会を仕切る方で、例会においては一番の権力者となります。会場監
督さんも役員の一人ですが、幹事さんやＳ.Ａ.Ａ.さんは理事会に参加しなくてもいいそうです。
理事会というのは執行機関ではなく、審議機関です。理事のメンバーが審議をしてクラブ活動
の基になる事をまとめ、
それを会長が審議し、執行して行くのは幹事さんになります。
審議機関と執行機関が分かれているのが大切なようなのですが、
そこらへんの区別がついてい
ないのが我孫子クラブの現状です。
そんなことを踏まえながら、今年度ＲＩ会長さんのお話等もさせていただきたいと思います。
来年７月１日からの２０１９−２０２０年度ＲＩ会長さんとして米国アラバマ州の弁護士であるマーク・
ダニエル・マローニーさんが就任されます。
次年度のテーマを「ROTARY CONNECTS THE WORLD ロータリーは世界をつなぐ」と
マロニーさんが決めたということを、
ガバナーエレクトの諸岡さんよりお聞きしました。
マロニーさんはロータリーの現状を「２０年間足踏みが続いている。新しい会員を導入しないとロ
ータリーが細くなってしまう」とおっしゃっています。
また、例会は会員のみで行なうのが正しい姿だそうですが、家族の理解を得て、家族も参加させ
る機会を設けてくれということも話されているそうです。
ロータリーのリーダーになる道を磨くということもおっしゃっています。過去のやり方にとらわれな
いで、各地区でロータリーのリーダーシップの文化を変え、新しいリーダーシップの道を歩んでくれ
とのことです。
２０２０年はロータリーの１１５周年にあたるそうです。国連は終戦の時にできましたので、
７５周年
です。
より健康的で平和で持続可能な世界に向けた国連の持続した長年のコミットメントを共有し
ています。
「ロータリーは他の組織では得られない奉仕と平和という精神の基に世界中の人とつながるこ
とができる。私たちロータリアンは世界で、地域社会で、そして自分自身の中で持続可能なよい変
化を生む為に人々が手を取り合って行動する世界を目指している」と語ったそうです。
それを受けて、来年の諸岡ガバナーエレクトは、
ロータリーから千葉を変える、
そしてクラブを元
気にする、
と考えていらっしゃいます。
地区３０００会員、
３００女性会員、
３０未満のクラブの基盤強化、
３クラブ新設が目標です。
１７歳くらいまでのロータリーの若いクラブ、
ローターアクト、
インターアクトを大事にして、若手を
育てていかないとロータリーはより元気にならないよということのようです。
私、
ガバナー補佐の役割は何かと言うと、
６６ページに書いてあります。
ガバナー補佐はガバナーエレクトにより任命され、指定されたクラブの運営に関し、
ガバナーを
補佐する責務を負います。
ガバナー補佐の役割というのは、
いくつかあります。
次期クラブ会長と会い、
クラブリーダーシッププランの推奨、推進、実施、見直しを行ない、
クラ
ブの目標について協議や再吟味等をする。
ロータリークラブ・セントラルとマイロータリーというのがホームページにあるのですが、各クラブ
会員それぞれがそこにアクセスして、
そこから色々な情報を得てもらう。
定期的に各クラブを訪問し、
クラブ活動やリソース等について協議を行なう。
ガバナーの公式訪問のスケジュールの作成、計画作成においてクラブリーダーシップをサポート
し、公式訪問に関連した各クラブ協議会に出席し、地区の目標設定を支援する。ガバナー補佐と
いうのは地区の方の役員ということになるようです。
クラブの進捗状態についてガバナーに常に知らせる。
クラブは定期的に会員資格に関する情報をアップデートし、未払金を必ず期限内に支払うことと
する。
（次ページへ続く）

担当の地区委員会と協力してクラブレベルの研修を調整する。
地区リーダーシップ
（ＤＬＰ）
とクラブリーダーシップ・プラン
（ＣＬＰ）
とすべての適切なＲＩのオンラ
インツールとリソースの推進。
地区委員会の選考に関して次期ガバナーに助言する。
地区大会、
およびその他の地区そして国際会合に出席するとともに、
それらの出席を推進する。
地区活動に参加して、
すべての研修セミナーに出席する。
次期ガバナー補佐や委員会メンバーの推進をする。
ガバナー補佐の選任について、
ほとんどのクラブが順繰りでガバナー補佐を出しています。私も
その部類で、我孫子に回ってきたのでガバナー補佐になったのですが、
それではいけないというこ
とで前ガバナーが有能な方を推薦することが望ましく、橋本ガバナー、諸岡ガバナー等はその路線
で選ばれているので、
いずれは変わっていくと思います。
ＲＬＩでロータリーのことを学んだ方達が地区に出向して、
その中の優秀な方がガバナーやガバナ
ー補佐や地区の委員さんになったりすることを期待しているようです。
ガバナー補佐の任期は１年で、
３期務めることはできますが、
３期される方は誰もいません。過去
に白鳥さんという方が次のガバナーが見つからずガバナーを２年されました。非常に優しい、
いいガ
バナーでいらっしゃいました。
ＲＬ
Ｉに行かれる方には日程表をお渡ししました。
ＲＬ
Ｉは３日が基礎コースで、卒後コース、養成コー
ス、
ブラッシュアップコースで、合計８日間あります。
２０１９ー２０２０年度は２０２０年２月１日
（土）、
３月１５日
（日）、
４月４日
（土）
が基礎コースです。
１１グループでＲＬ
Ｉの研修を受けていないのは我孫子クラブだけだそうですので、我孫子から５人
くらいは出して、優秀な人材に育っていただこうということです。
次年度の１０月１５日
（火）
に情報研修会、
インターシティーミーティングは２月１８日
（火）
になります
ので、皆さん予定を入れていただければありがたいと思います。
インターシティーミーティングにおいては地域社会とのコネクトを求めて、地区の研修委員会のご
協力を得てやりたいと思っています。
ロータリー情報研修会は「クラブの活性化、
クラブを元気にする」というタイトルでやる予定で
す。研修のスタイルや、
どなたかに講演をしていただくかどうかはこれから決めて行きます。
そんな形でこれから各クラブを訪問させていただいて、ぜひ一年間がんばっていきたいと思って
います。
クラブの皆様方にもよろしくご協力お願いいたしまして、卓話とさせていただきます。ありが
とうございました。

閉会の言葉

服部副会長（代理）
上村次期ガバナー補佐、卓話の方ありがとうございました。それではこれで本日の例会を終了
いたします。

ニコニコＢＯＸ

お名前
メッセージ
佐藤雅教会員 正門前の交通事故 珍しい事です。
藤本会員 上村ガバナー補佐 卓話ありがとうございました。
村越会員 上村Ｇ補佐とともによろしくお願いいたします。

当 日 計
今期累計

金 額
１,０００円
１,０００円
１,０００円
３,０００円
２７８,６５０円

今週の表紙「古利根」千葉県我孫子市中峠
古利根は我孫子市の北部にある三日月形の沼です。度重なる水害をなくす為に明治末期に利根川の改修工
事が行われ、その結果、蛇行部分が残って出来ました。
現在の古利根沼は豊かな緑に囲まれ、利根川からあがってくる種々の魚の釣り場として多くの市民に親しま
れています。

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。

