
第２６１８回クラブ協議会・例会報告議事録
日時　令和２年９月８日（火曜日）
場所　ハート柏迎賓館
時間　１２：１５点鐘

ロータリーソング「我らの生業」
ゲスト 	: ２７９０地区	第１１グループ
	 	 ガバナー補佐	鈴木桂三様
	 	 ガバナー補佐幹事	森市直樹様
ビジター	:	なし　S.A.A.: 小池喜之	

　本日は第１１グループの鈴木桂三ガバナー補佐と森市直樹ガバナー補佐幹事
にお越しいただいています。ありがとうございます。補佐訪問は今年度２回目なの
ですが、今月２９日（火）に２７９０地区の漆原摂子ガバナーの公式訪問があります
ので、その２週間前の例会にガバナー補佐と補佐幹事が訪問してくださり、ご指
導いただけるということになっています。昨年度、上村会員が同じ立場で私も同行
して、１年前は誰もマスクをしていなくて、いい時だったなと今更ながら思ってる次

第でございます。
　本日は例会の後にクラブ協議会が行われますので、どうぞよろしくお願いいたします。
　昨日、私と上村文明会員と服部会員でＲＬＩ（ロータリーリーダーシップ研究会）のセミナーのパー
ト３に参加して参りました。朝の１０時に始まって終わったのは６時で長丁場だったのですが、本当に
いい経験をさせていただきました。
　本来であれば、昨年度の諸岡ガバナー年度の２、３、４月に終わる予定だったのですが、コロナで
延期になっておりまして、漆原年度になって８月にパート２、９月７日にパート３が行われました。
　パート１には私と藤本会員と上村会員、パート２には上村会員と服部会員、パート３には上村会員
と服部会員と私が参加しました。上村会員はパート１から３まですべて出席されて修了書を受け取
られました。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。
　来年２月、３月、４月に漆原年度に行われますので、ぜひ参加していただけると良い経験ができる
と思います。よろしくお願いいたします。
　先週行われた理事会の報告です。
　本日のガバナー補佐訪問に関しまして、クラブ協議会の発表の順番を決めさせて頂ました。
　２９日（火）のガバナー公式訪問については、ガバナー事務所の方から、ZOOMでオンラインで
もいいとのことだったのですが、我孫子としては通常の例会の形を取らせていただきます。
　公式訪問におきましては、ガバナーの卓話をいただいた後、クラブ協議会をやはり行い、その際、
クラブの戦略計画、中長期計画を私からお話しして、その後、木村直前会長にクラブの利点、欠
点ということでお話しいただきます。その後に、私のロータリーモーメント、心に残るロータリー体験
を、瀧日会員、鈴木会員、上村文明会員に語っていただきたいと思っております。その後、質疑応答
とガバナーからの講評をいただき終えたいと思います。
　創立５５周年記念例会は１２月１５日（火）午後６〜９時に柏クレストホテルで予定しております。退
会された会員で退会１０年未満の方をお招きしたいと思っております。
　依田会員は来年度の会長で会長エレクトですが、その次の会長ノミニーを藤本会員ということ
で理事会で承認させていただきました。

村越会長会長挨拶
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ので、その２週間前の例会にガバナー補佐と補佐幹事が訪問してくださり、ご指
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２６名（出席免除者含む）出席（全員で３２名）　出席率８１.２５％
ZOOMにより参加：古谷野会員、福武会員

依田会員（代理）出席委員会報告

　９月１５日がお誕生日の松本会員は今日はお休みですので後日お祝いしたいと思います。
栁田委員長親睦委員会報告

・本日はガバナー補佐	鈴木様、補佐幹事	森市様、お忙しい中お越しいただきまして、ありがとうござい
ます。お世話になります。よろしくお願いいたします。
・例会終了後に戦略計画委員会を行います。委員の皆様はお残りください。

倉持幹事幹事報告

　パート１には私と藤本会員と上村会員、パート２には上村会員と服部会員、パート３には上村会員
と服部会員と私が参加しました。上村会員はパート１から３まですべて出席されて修了書を受け取
られました。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。
　来年２月、３月、４月に漆原年度に行われますので、ぜひ参加していただけると良い経験ができる
と思います。よろしくお願いいたします。
　先週行われた理事会の報告です。
　本日のガバナー補佐訪問に関しまして、クラブ協議会の発表の順番を決めさせて頂ました。
　２９日（火）のガバナー公式訪問については、ガバナー事務所の方から、ZOOMでオンラインでも
いいとのことだったのですが、我孫子としては通常の例会の形を取らせていただきます。
　公式訪問におきましては、ガバナーの卓話をいただいた後、クラブ協議会をやはり行い、その際、
クラブの戦略計画、中長期計画を私からお話しして、その後、木村直前会長にクラブの利点、欠
点ということでお話しいただきます。その後に、私のロータリーモーメント、心に残るロータリー体験
を、瀧日会員、鈴木会員、上村文明会員に語っていただきたいと思っております。その後、質疑応答
とガバナーからの講評をいただき終えたいと思います。
　創立５５周年記念例会は１２月１５日（火）午後６〜９時に柏クレストホテルで予定しております。退
会された会員で退会１０年未満の方をお招きしたいと思っております。
　依田会員は来年度の会長で会長エレクトですが、その次の会長ノミニーを藤本会員ということで
理事会で承認させていただきました。

　以上を持ちまして２６１８回の例会を閉会いたします。点鐘いたします。
村越会長開会の言葉

ニコニコＢＯＸ
お名前 メッセージ 金　額

ガバナー補佐
鈴木桂三様 まとまりのある良いクラブですね。 １,０００円　
村越会長 鈴木ガバナー補佐、森市補佐幹事ご訪問ありがとうございました。 １,０００円　
荒井会員 鈴木桂三ガバナー補佐	卓話ありがとうございました。 １,０００円　
石原会員 鈴木桂三様	力強いお話ありがとうございました。 １,０００円　
小野会員 鈴木補佐お話ありがとうございました。 １,０００円　
上村文明会員 鈴木ガバナー補佐	講話ありがとうございます。 １,０００円　
小池会員 ガバナー補佐・補佐幹事ありがとうございました。 １,０００円　
佐藤雅教会員 台風１０号も去ってホッとしています。 １,０００円　
塩毛会員 久しぶりの昼食に乾杯！ １,０００円　
鈴木会員 ガバナー補佐お話	感謝。 １,０００円　
服部会員 ＲＬＩパート２、パート３を受講しました。 １,０００円　
藤本会員 鈴木ガバナー補佐ありがとうございました。 １,０００円　
米田会員 前回例会	休んでしまいました。 １,０００円　

当 日 計 １３,０００円　
今期累計 １２６,０００円　



今年度の活動計画　村越会長
　クラブ協議会というのは、クラブの活動について協議するための会員全員の会合という位置づけ
です。すべての皆さんに参加していただいて、すべての皆さんに発言権があります。
　各委員会の委員長さん方に今年度の活動計画について発表していただきます。質問、ご不明な点
等ございましたら積極的に発言していただいてかまいませんので、よろしくお願いいたします。皆さん、
お手元にクラブ活動計画書をお持ちでしたら、一緒にご覧になりながらお願いいたします。

今年度の活動計画　小池Ｓ.Ａ.Ａ.
　Ｓ.Ａ.Ａ.（会場監督）ということで活動方針を発表させていただきます。
　我孫子ロータリークラブにおいて、例会は活動の基本であり、例会出席はロータ
リアンの義務であります。そのように基本であり義務である例会が滞りなく円滑に
秩序正しく、そして和やかに運営されるよう心を配るのがＳ.Ａ.Ａ.の義務だと思いま
す。

　今年度、５５周年を迎える歴史ある我孫子ロータリークラブの伝統と格式を重んじながら、今年度
会長の方針「例会の充実」を果たすべく、Ｓ.Ａ.Ａ.としての義務を精一杯、務めて参る所存です。皆様
のご協力をお願いいたします。
　活動計画としまして次の点を掲げてやっていきたいと思います。
１.	適切な会場設営
２.	会場の秩序維持
３.	円滑な例会の司会進行
４.	クラブ管理運営委員会との連携強化
　今年度、コロナの影響で例会場が変更になりまして、皆さんには大変ご迷惑をおかけしています
が、遠方または事情により参加できない方はＷＥＢ会議に是非参加していただいて、出席率を維持し
てほしいと思います。一年間どうぞよろしくお願いいたします。

今年度の活動計画　クラブ管理運営委員会 依田委員長
　地区方針「クラブが主役になり、奉仕の理念の実践を！」に基づき、クラブが活発
に充実した例会になるよう活動していきます。
　本年はコロナ禍の中、日本中に変化が生じており、ロータリー活動でも例外なく
対応していかないといけないと思っています。
　ロータリーは人と人とのつながりで成りたっています。新しい生活スタイルのＷＥ

Ｂ会議を使ってつながりを一層強いものにしたいと思っています。
　例会内容も充実させ、魅力ある外部卓話を計画し、欠席するともったいない例会作りを心がけてい
きたいと思っています。結果、出席率も向上に繋がることを目指しています。
　会員同士の親睦も一層深められるように、家族も出席しやすい親睦例会を実施していきたいと思
います。
　我孫子クラブは近年、若い世代も入会していただいています。５５年の歴史を持つクラブの理念や
伝統を先輩方に語り継いでいただく研修も実施していきたいと思っています。
　次の時代もよきものに、新しい時代の変化にも対応できるクラブ活動を邁進していきたいと思って
います。
　活動計画としては次の通りです。
１.	例会の充実とＷＥＢ例会の開催
２.	多くの家族も参加できる親睦事業の実施
３.	ファイヤーサイドミーティングの実施
４.	例会出席率の向上
　本年も一年よろしくお願いいたします。

クラブ協議会



今年度の活動計画　親睦委員会 栁田委員長
　今期、活動方針として、親睦はロータリーライフを支える大事な２本の柱のうち
の１本としまして、１年間、多くの会員およびご家族が親睦活動に楽しく参加できる
ように配慮し、会員同士がより深い絆で結ばれるよう、和やかな雰囲気作りに配慮
いたします。大家族のように会員相互の理解を深め、信頼できる仲間として話し合
い、楽しむ場所を提供したいと考えています。

　入会して５年未満の会員が半数近くを占める当クラブですが、経験の浅いメンバーが積極的に参
加し、我孫子ロータリークラブの更なる活性化を実現して参ります。
　活動計画としては次の通りです。
１.	会員の誕生日、結婚祝のお祝い
２.	夜間親睦例会の開催
３.	会員間、家族間の絆を深める親睦事業の実施
４.	親睦ゴルフの実施（年２回）
５.	親睦旅行の実施
　ですが現状、コロナ禍で見通しが立っていない状況ですので、今後、皆様にご相談しながら徐 に々
行っていきたいと思っています。

今年度の活動計画　奉仕プロジェクト委員会 藤本委員長
　周知の通り、世界中で猛威を振るっている新型ウイルスにより、健康、経済、生活
対応等が、我々が未だ経験したことがない事態に陥っています。今まで通りあったも
のが、もはや通用しない上、その変化の対応力を養わなければ我々の事業、生活は
もちろん、当クラブの運営も成り立たない状況です。
　激変の状況ではありますが、昨年、一昨年と続きました婚活支援イベントについ

ては今年度、いまのところ来春の予定だと思います。このような時勢ゆえ、その他の活動はいまだ具
体的な計画は立てられずにおりますが、我孫子市が掲げる、商業観光の発展については引き続き社
会奉仕活動を継続することの他、市内人口増加と経済発展に対しても当クラブ独自の寄与できる活
動を実施していきたいと考えています。
　奉仕プロジェクト委員会に関しましては、私の社会奉仕、服部委員長の職業奉仕、塩毛委員長の
国際奉仕、この３つの委員会でコミュニケーションをはかり、我孫子としても奉仕プロジェクトの活用を
考えて参りたいと思います。
　今年度、地区の国際奉仕委員として参加させていただいております。こちらも研鑽していきますの
で、何らかの形で我孫子クラブに寄与できればと思います。

今年度の活動計画　会員増強委員会 米田委員長
　昨年に引き続き会員増強委員長を担当させていただくことになりました。
　今年度の会員増強は、明確かつ継続的な会員増強計画を立て積極的に取り組
んでいこうと考えています。
　クラブ内の職業分類表から吟味して、毎年使用している会員増強カードを活用
し、会員各位から幅広く新入会員の候補の推薦をいただき、プログラムの推進に寄

与していただけるような方を多く勧誘したいと思っています。
　活動計画としては次の通りです。
１.	会員から情報を集めて職業分類に基づき、新入会員候補のリストを作成する
２.	各委員会と協力して一人も退会者の出ないようにロータリーライフの充実をはかる
３.	純増３名以上を目標とする
　会員増強カードを毎年お願いしているのですが、３年も経つと皆さん、書く方がいなくなっていると
思います。面識のない方でもかまいませんので書いていただいて、委員会の方できちんと吟味して、
ふさわしい方に入会していただきたいと思っています。
　副委員長の荒井会員がプログラム委員会の方で、外部卓話を多く取り入れてくださっているので、
卓話をされた方に入会していただけるような形で頑張っていきたいと思っています。どうぞよろしくお
願いいたします。



今年度の活動計画　職業奉仕委員会 服部委員長
　一年間どうぞよろしくお願いいたします。
　ロータリーは五大奉仕という概念があります。クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、
国際奉仕、青少年奉仕です。
　職業奉仕はとりわけロータリーの金看板であると言われる方もいます。職業奉仕
はロータリー固有の概念です。

　ロータリアンには職業を通じて、社会に貢献するという使命があります。日々 の仕事を通じて世の中
に貢献するために、奉仕の心を育て向上させなければなりません。
　職業奉仕の第一歩は皆さんがそれぞれの職業において誠実に、高い道徳心を持って仕事を行
い、周りの人や社会にとって模範となることです。模範となることにより社会や人々からも尊敬を集
め、社会になくてはならない人となり、その仕事が評価されることにより、ますます仕事が増え、栄えて
いくことになります。
　お金儲けの手段である自分のための職業と、他人のための奉仕とは二律背反のようですが、この
二つを一つの心で実践することこそがロータリーの職業奉仕です。
　延 と々職業奉仕の理念を述べましたが、職業奉仕委員会は職業奉仕とは何かを不断に発信する
ことをもって活動方針といたします。よろしくお願いいたします。

今年度の活動計画　国際奉仕委員会 塩毛委員長
　国際奉仕委員会は今回、大ベテランの鈴木会員と優しい石原会員と活動いたし
ます。どうぞご協力の程よろしくお願いいたします。
　我 ロ々ータリアンが国際間の理解と親善、平和を推進するために多くのプロジェ
クトと活動があります。その活動に関しては先ほど鈴木ガバナーがお話ししてくださ
ったように、いろいろな分野がありますので、ここでは割愛させていただきます。それ

と同時に、地区の国際奉仕に藤本会員が入ってくださっていますので、我孫子としては、これをしよう
というものはないのですが、なんらかのお仕事はできているのかなと考えています。
　我 は々今年５５周年ということになっていますが、米山奨学会の方はカウンセラーをかなり引き受け
ています。今年も奨学生をお迎えしており、名カウンセラーの鈴木会員が腕を振るってくださっていま
す。ベトナムのウェン・フォン・ビークさんという奨学生を迎えています。流通経済大学でビジネス法を
勉強されています。日本語も堪能ですので、例会で発表もしていただく予定です。
　姉妹クラブは台湾の豊原ＲＣ、ハワイのアラモアナＲＣと提携を結んでいます。今年で、豊原ＲＣと
は４４年目、アラモアナＲＣとは３４年目でけっこう長い歴史があります。来年の６月１２日に台湾の豊原
ＲＣの６０周年記念があるので当クラブの方に案内が届いております。コロナ禍で、どのような形にな
るかまだわかりませんが、なんらかの対応をして親睦を深めたいと考えております。

今年度の活動計画　プログラム委員会 荒井委員長
　「ロータリーは機会の扉を開く」というメッセージにもあるように、ロータリアンが
自分自身を磨くための学びの機会を多く作っていきたいと思っています。
　外部卓話は専門的な知識を学べます。ロータリー活動や仕事にも役立ちますの
で、積極的に実施して学びの機会を多く作りたいと思います。
　会員卓話も自身を磨く為の機会ととらえ、定期的に実施していきたいと思います。

　専門的な内容の場合、挿絵や資料を使い、わかりやすく発表を行っていただけるよう、パワーポイン
ト等に対応できるよう設備環境も整えていきたいと思います。
　５５年の歴史と伝統を次世代に引き継いでいけるよう１年間活動していきたいと思います。
　活動計画としては次の通りです。
１.	魅力ある外部卓話の実施
２.	会員の卓話の充実
３.	卓話環境を整える
　皆さん、ご協力の程よろしくお願いいたします。



今年度の活動計画　研修委員会 木村委員長
　当クラブは５年未満の会員が半数を占める状況となりまして、研修を充実させた
いということで、「ロータリーの基礎」を自分も含め、皆さんに知識として持っていた
だきたく、全員分３２部購入しました。皆さんに１冊ずつお渡ししますので、皆さんと
読み合わせをして、知識の共有を深めていきたいと思っています。
　１０月の第１例会に卓話の機会をいただきましたので、その時間を利用して、区切

りのいいところまで読み合わせをしたいと思います。
　こういうコロナ禍ですので、ファイヤーサイドミーティングは難しい状況ですので、こういう例会の場
を使っていければと思います。

講評 第2790地区 第11グループ ガバナー補佐 鈴木桂三 様
　あまり偉そうなことは言えない立場ですので、クラブ協議会を聞いてのクラブの
印象や感想についてだけお話しさせていただきます。
　藤本会員が地区の国際奉仕委員会に所属されたとのことで、それは本当にいい
ことだと思います。できれば財団委員会にも１人参加していただけるともっと勉強に
なっていいと思います。

　会員数が３０人程で非常にまとまっているなという印象を受けます。委員長さんの発表を聞いて、ユ
ーモアもあるし、一生懸命勉強されているなと思いました。できれば、財団の松本委員長のお話しも
聞きたかったなと思いました。
　全体的に非常に雰囲気がよくて、素晴らしいクラブだと思いました。

村越会長より
　鈴木ガバナー補佐、ありがとうございました。
　小池Ｓ.Ａ.Ａ.の素晴らしい進行のおかげでオンタイムで終了することができます。皆さんのご協力
に感謝いたします。ありがとうございました。　全体的に非常に雰囲気がよくて、素晴らしいクラブだ
と思いました。



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

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。

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。

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。

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

今週の表紙「正泉寺」千葉県我孫子市湖北台9丁目12番地36号
正泉寺は、弘長3年（1263年）、北条時頼の娘桐姫（法性尼）の開基と伝えられています。江戸時代以降、
女人成仏の霊場として信仰を集めました。寺内にある女人成仏血盆出現図等の資料は近世の民間信仰を明ら
かにするものとして貴重です。
境内には、四国相馬霊場73番礼所があります。版木類一式が平成10年に千葉県の文化財（有形民俗文化
財）に指定されました。


