第２５７８回例会報告議事録
日時 令和元年７月１６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「それでこそロータリー」
ゲ ス ト : なし
ビジター : なし
S . A . A .: 柳田会員

会長挨拶

木村会長
日照時間が３時間未満という日が２０日連続で続いています。昨日は海の日で
海開きでしたが、昨年は３４度で海は家族連れで賑わったみたいですが、今年は
２２、
３度ということで全く人出がなかったそうです。
私の母は趣味でスイカを作っていて、昨年は水やりは大変でしたが豊作でし
た。が、今年は全部腐ってしまったそうです。
今朝、手賀沼の白鳥の害というニュースをとくダネ！でやっていました。
５月１２日
に親子の白鳥が水田の中を歩いているのを見て微笑ましかったのですが、稲を食べてしまうそう
で、農家の方にとっては害になるのだそうです。
「ロータリーの友」という冊子が発刊されていますが、
お恥ずかしい話ですが、
いつも頂いてもパ
ラパラっと誰か知り合いはいないかなあ、
という風にしか見ていませんでした。会長になったという
こともあり、
ここのところ、
まじまじと見返しています。
先々週に配られた「ロータリーの友」に年度テーマ「ロータリーは世界をつなぐ」の内容について
ＩＲ会長のマーク・ダニエル・マローニーさんが書かれています。今年の年度テーマのバッジを今日
は付けてきました。
見開きで毎月、
ロータリーとは、年間テーマ、
ロータリーの目的、四つのテスト等が１ページにまと
められていますので、一読していただき、再確認していただければと思います。長い会員の方はご
存知のことだと思いますが、私なんかは再確認しなきゃなと思い、
お話させていただきました。

親睦委員会報告

寺井会員（代理）
今月末３１日
（水）のレストラン ワイキキでの家族親睦例会の出欠は本日が締
め切りになります。現在２９名参加予定です。バスで現地まで行きます。詳細は後
ほど事務局よりファックスでご案内いたします。
よろしくお願いします。

出席委員会報告

堤委員長
出席率６５.６２％

２１名（出席免除者含む）出席（全員で３２名）
業務による欠席が１１名。
業務の為： 小野会員、梶会員、倉持会員、古谷野会員、佐藤拓司会員、
佐藤雅教会員、服部会員、福武会員、松本会員、湯下会員
依田会員

プログラム委員会報告

村越委員長
来週２３日の卓話が米田会員の予定だったのですが、体調不良でおそらく欠席
されるため、皆さんにショートスピーチをしていただきたいと思います。
８月に卓話をお願いしております塩毛会員、小池会員、佐藤（雅）会員は免除と
いうことにしたいと思います。他の皆さんは、時間の許す限りアトランダムに回って
くるつもりでご用意していただければと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

幹事報告

藤本幹事
・事務局より例会スケジュールが届いていると思いますが、一部訂正があります。
訂正したものを来週お渡しします。
９月２４日
（火）
は休会で、
９月２７日
（金）
がガバナー公式訪問。
翌年３月１７日
（火）
が合同例会ではなく、
４月２１日
（火）
が合同例会。
・事務局にて柏南ＲＣより納涼例会のお知らせ受理。
８月６日
（火）午後６時点鐘。廣池学園れいたくキャンパスプラザ１階。
登録料がビジター料として３,０００円。参加される方は事務局までお声掛けください。
・柏東ＲＣ、柏西ＲＣ、流山ＲＣよりクラブ活動計画書受理。

ガバナー補佐公式訪問
ご挨拶

上村文明ガバナー補佐
柏南ＲＣから始まって、先週はほとんど毎日、各クラブを回っていました。今日は
最後のガバナー補佐訪問です。
各クラブ連続して回りましたが、各クラブ雰囲気が違うし、大変興味がありまし
た。補佐幹事と回らさせていただいて、暖かい所があれば、厳格な所もあり、
よか
ったなと思います。我孫子クラブのメンバーの方々も折りがあれば、各クラブを回
っていただくのがいいのかなと感じました。
今日の私の役割はＲＩ会長のテーマと、
２７９０地区の諸岡ガバナーの方針を皆さんにお伝えす
る事です。各クラブ共、同じような内容で補佐幹事の村越委員は耳にタコができているくらい聞い
ていると思います。最後はリラックスして我孫子に行けるなという感じで今日は参りました。
今年度７月から来年６月までガバナー補佐を仰せつかりました上村でございます。補佐幹事、村
越会員共々よろしくお願いします。
特に、我孫子クラブは第１１グループの担当クラブです。ガバナー補佐の主催する情報研究会、
ＩＭ、合同例会等については主導的な役割を持って皆さんに応援していただかないとうまく回りま
せんので、
その辺、会長幹事、事務局さん共々よろしくお願いします。
私は１９９９年に入会させていただき、今年で２０年目になります。
最初にクラブ会長を仰せつかったのが入会１０年目の２００９ー２０１０年で、柏西の中村ガバナー
の時代でした。
ＣＬＰを随分主張され、
ＣＬＰの嵐が吹きまくっていましたが、
ＣＬＰが何か結局よくわ
からないまま終わりました。
芭蕉の俳句の理念である不易流行、変えてはいけないものは残して、新しい物はどんどん取り
入れる、
という言葉を、活動計画書の会長挨拶で使いました。
国際ロータリーの中ではＣＬＰはもっと前からありましたが、
それまでのガバナーさんはＣＬＰにつ
いて話されなかったので、中村ガバナーがＣＬＰについて話されて、
とまどったのは事実でした。そ
の後にＤＬＰ、地区リーダーシップで地区の改革が行なわれました。地区が充実してきて、地区が
主導のようになりましたが、
ロータリークラブはクラブの主体性が一番大事です。
今年度のＰＥＴＳ
（会長エレクト研修セミナー）
におきましても、今までは一日もしくは半日ですんで
いたのが、
２日間に渡りました。ガバナー補佐も研修等は昨年９月から始まって、今まで８回ありまし
た。
クラブ会長を入会１０年目にやりましたが、
その５年後にもやるはめになりました。その頃、我孫子
クラブは人数が少なくて、会長が回らず、私が初めて２回目の会長をやらせていただきました。私の
次に瀧日さん、鈴木さんがやって、
やっと回るようになりました。
１０年目、
１５年目で会長をやり、
２０年目でガバナー補佐ということで、
５年節目でいろいろなこと
を体験させていただいています。
今年度は成田ロータリークラブの諸岡靖彦ガバナー、堀口地区幹事長、パストガバナーの皆さ
ん、各グループ
（１４グループ）
のガバナー補佐さん、皆さんと一年間頑張っていきたいと思います。
我孫子クラブは地区にあまり出ていないので、
どんどん地区に出て行って頂ければなと思います。
今年度ＲＩ会長は米国アラバマ州、
マーク・ダニエル・マローニーさん、職業分類は弁護士さんで
す。今年度ＲＩテーマは「ロータリーは世界をつなぐ」とされました。
ロータリーの礎は「つながり」であり、他の組織では得られない奉仕と平和という精神の下に、
世界中の人がつながることができ、
目標に向かって意義ある行動を起こすことのできるインフラを
有しています。
（次ページへ続く）

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た
めに、人々が手を取り合って行動する世界を目指しています。
より強い組織を作り、奉仕の参加者より大きなインパクトをもたらし、基盤を拡げ、積極的なつな
がりをもたらし、適応力を高める事として、
４つの強調事項をＲＩ会長は示されました。
１. ロータリーを成長させる
会員増強については２０年間、世界で足踏みが続いており、
これは危機的状況です。高齢化に歯
止めをかけ、新しい会員モデルを作り、新しいニーズにかなう新しいロータリークラブ、
ローターアク
トクラブを作ることです。若い会員、女性会員を増やして増強し、新しいロータリー活動をやってくだ
さいということだと思います。
２. 家族を参加させる
ロータリーは家族です。
ロータリーに最も必要な人々、すなわち地域社会に貢献したいという若
い職業人たちの日常的な現実を無視したままでは、
ロータリー会員の平均年齢を変えることはでき
ません。人生の段階の途上にある若い世代を、
ありのままに迎え入れる必要があります。
３. ロータリーのリーダーになる道を拓く
クラブ会長の仕事は、忙しい職業人には重すぎる時間のコミットメントであると見なされるべき
ではありません。
ロータリーが最も必要とする奉仕とリーダーシップを発揮できる潜在性のある人
たちに、貢献への扉を閉ざしてしまってはなりません。
ロータリーのはしごは登るのが難しいものであるべきではありませんし、
その必要もありません。
この障壁の多くは、私たちが築いてきた過去の時代、違う世代に合わせて作られたものです。各地
区で、
リーダーシップの文化を変え始めてください。
４. 国際連合との歴史的な関係に焦点を置く
２０２０年はロータリーの１１５周年にあたり、国連は７５周年を迎えます。
ロータリーは、
より健康で、平和で、持続可能な世界に向けた国連の継続した長年のコミットメン
トを共有しています。
私たちは行動人です。世界を変えたいと望むだけでなく、
インスピレーションを持続可能な真の
変化に変える力が、私たちにはあります。
世界はかつてないほど分断されています。
しかし、
ロータリーを通じて私たちはつながります。
比類のない基盤を有するロータリーを通じて私たちは、人類の素晴らしい多様性とつながり、共
通の目的を追求し、末永く深い絆をつくりましょう。
楽観主義、勇気、
そして喜びを胸にともに旅立つ今、
これまで何世代ものロータリアンにインス
ピレーションを与えてきた奉仕と友情の精神で、今年度、取り組みましょう。奉仕、友情、
そしてコミッ
トメントを通じて「ロータリーは世界をつなぐ」という確信を胸に。
ＲＩ会長のスローガンを受けまして、諸岡ガバナーは２７９０地区の課題とスローガンを掲げまし
た。
千葉県は首都圏の一画に位置し、気候温暖、風光明媚、災害が少なく全国的に恵まれた地域で
す。
人口は５月１日現在６２７万６千人で、
自然増は少ないものの社会増の流入超過で１３,０００人の
増加となっています。商工業、農林水産畜産業の構成もバランスよく、県民所得も全国１２位です。
成田空港の機能拡充、東京湾アクアライン、東京外郭環状道路や圏央道の実現で、地域経済の
潜在力が高まっています。
ロータリーにもこの社会基盤の変遷による、様々な課題が迫ってきている中、
ロータリーはクラブ
を中心として現実に対応し、注力していかなければなりません。
マローニー会長の「ロータリーは世界をつなぐ」を受け、
「ロータリーから千葉を元気に」というス
ローガンの下、当地区８２クラブのそれぞれの課題、地域の会員基盤や奉仕のあり方、新しいアイ
ディアについて語り合い、
クラブを元気にして千葉を元気にすることを目指したいと、述べられてい
らっしゃいます。
地区ロータリーを元気にするための目標として、地区３,０００会員、
３００女性会員、
３０会員未満の
クラブの基盤強化、
３クラブ新設を目指します。クラブに刷新性、柔軟性を持ち込み、戦略計画を
創り、地域の可能性を求め、誇りを回復します。会員意識のうえでロータリーの優先順位を高め、
地域リーダーたるにふさわしいロータリアン・リーダーシップを推奨します。変化への対応力を高め
るために、会員基盤に女性、若手職業人を加え、
ローターアクターを育成します。健全なクラブ運
営を確立するために、親睦、例会、委員会、奉仕プロジェクト、
クラブ戦略計画に於いて求心力を高

め、
クラブのガバナンス確立を支援し、他団体との良き関係づくりを推奨します。
２０２０オリパラ、
日
本のロータリー１００周年を控えて、地域ごとにロータリーの公共イメージを盛り上げます。
ということで、私も一年間、役目をがんばりたいと思いますので、特に我孫子クラブの皆様には、
ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
ご清聴ありがとうございました。

ご挨拶

村越ガバナー補佐幹事
先週、各クラブを回らせていただきまして、
ガバナー補佐のご挨拶の後に、補佐
幹事も一言しゃべる時間をいただきました。他のクラブの皆さんには顔と名前を
覚えてくださいということで、昨年の婚活パーティーのお礼の方はよく言っておき
ました。
７組、
１４名がカップルになったとお伝えしましたら、各クラブの皆さん、今
年もぜひという話になっています。今年の担当の依田会員はお今日はお休みです
が、早く申し込まないといっぱいになっちゃいますよと言っておきましたので、
よろし
くお願いします。
私は初めて各クラブを訪問させていただいて、基本的にはロータリーですから各クラブ例会は同
じような内容なのですが、雰囲気が違ったり、特色があったりしましたので、先週回った３クラブにつ
いて少しお伝えしたいと思います。
９日の火曜日に柏南クラブに行かせていただきました。会場はれいたくキャンパスプラザというと
ころで、会員数は４１名で、
その内女性会員が６名です。今年の会長も櫻井好美さんという女性の
方です。社会保険労務士をされている方です。
週報をやはり毎回出されているのですが、毎年、表紙の色が会長さんの好みの色にされてい
て、昨年の会長は岡田さんという女性の方でピンクだったそうです。今年の会長はブルーが好きで
ブルーの表紙になっています。
広報担当の方から最初に、上村会長と私に、今日撮った写真を広報紙やホームページに載せて
よいかどうか聞かれ、承諾書にサインしました。個人情報の管理が徹底しているなと思いました。
四つのテストは会長ではなく、会員の方が交代でされていました。
食事がカレーで決して質素ではなかったのですが、
「今日は質素でごめんなさい」とおっしゃって
いました。月に一度、質素な食事をすることにしていて、差額を寄付に回しているそうで、
おもしろい
なと思いました。
１０日
（水）
は柏クラブを訪問しました。会場はクレストホテル柏です。柏クラブは会員数が６５名
で、
その内女性会員が１０名です。柏クラブも今年は会長が結城綾子さんという女性の方です。エ
ステサロンを経営されている方です。
柏クラブさんは、
１２時半点鐘で、来た人からお食事をするのですが、人数が多いので入口でくじ
引きをして毎回違う方と円卓を囲む形で食事をするようになっていました。
柏クラブさんは会員を呼ぶ時には必ず「フェロー」と付けていたのが印象的でした。
また、
ほぼ全員ラインでつながっていて、会長挨拶の中で女性会員の集まりの話をされている時
に、何かやっているなと思ったら、
ラインでその時の写真をみんなに送っていました。すごいなと思
いました。
挨拶の原稿をメールで明日までに送ってくれと言われ、
それもすごいなと思いました。
１１日
（木）
は柏東クラブを訪問しました。藤ヶ谷カントリークラブが例会場です。会員数は４１名
で、
その内９名が女性です。
会長は長岡哲也というダンス教室の先生をされている方で、奥様方に人気があるらしく演台の
上にマイクが置けないくらいプレゼントが置かれていました。
ロータリーソングの後に握手をするということを東さんは今もやっていらっしゃいました。鈴木公
三さんの年に、
いいことは真似をするということで我孫子でもするようになったと思います。
ニコニコの発表をする時間があり、出された方は前に出てお話されていました。
１２日
（金）
は柏西クラブさんへの訪問だったのですが、私は都合がつかなかったので上村がバ
ナー補佐だけで行っていただきました。
ガバナー補佐幹事ということで、一年間、上村ガバナー補佐と一緒にがんばって参りますので、
皆様、
ご協力の方よろしくお願いいたします。

食事について

柳田会員
食事の塩分や量の件を一度、食堂の方にお尋ねしたいと思っております。
ご意
見等ありましたら、来週の例会までにメモ書きでもかまいませんので頂ければと思
います。

閉会の言葉

木村会長

例会を終了いたします。点鐘します。

ニコニコＢＯＸ

お名前
メッセージ
上村文明
１年間ガバナー補佐に御協力お願いします。
ガバナー補佐
村越ガバナー 今年度初めての出席です。
補佐幹事 木村会長、藤本幹事、１年間よろしくお願いします。
上村ガバナー補佐、村越ガバナー補佐幹事、
木村会長
今年度一年間よろしくお願いいたします。
梶さんの会社に７/１３〜７/１４お世話になりました。
上村英生会員
ドライバーの田中さん ありがとうございました。
藤本会員
週末に八坂神社の祭礼が終わりました。
当 日 計
今期累計

金

額

１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
５,０００円
４１,０００円

今週の表紙「柴崎神社」千葉県我孫子市柴崎737番地
日本武尊（ヤマトタケル）が、東国討伐の征途の安全と武運長久を祈願し幣を立て、天慶元年（938年）に創
建されたと伝えられています。また、平将門もこの神社で武運を祈願したそうです。
古くは妙見社と呼ばれ、明治元年に北星社となり、明治13年に芝崎神社と改称されました。
階段を上ると静かな境内があり、参道脇には妙見菩薩の神使、亀（玄武）が並んでいます。

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。

