第２６２１回クラブ協議会・例会報告議事録
日時 令和２年１０月６日（火曜日）
場所 ハート柏迎賓館
時間 １２：１５点鐘

国歌斉唱・ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲ ス ト : グエン・ビック・フォンさん
（米山奨学性）
ビジター : 根本孝英様（柏RC）
S . A . A .: 小池喜之

会長挨拶

村越会長
１０月の第一例会ということで、早いもので今年度も３ヶ月が経過しました。
新型コロナの方はまだ徐々に感染者が増えている状況ですが、先週のガバナ
ー公式訪問例会では久しぶりに円卓で食事をしまして、一緒に食事をしながら談
笑すること、会話することがロータリーの良さなんだなと改めて思いました。また
今週からスクール形成の少し狭い部屋に戻りましたが、今日、理事会がありますの
で、
もしかしたら隣の大きい部屋で例会ができればいいのかなと思っています。
先週のガバナー公式訪問とクラブ協議会は本当にお疲れさまでした。
今回のクラブ協議会は私が戦略計画、木村直前会長がクラブの利点欠点、
そして何よりもレジ
ェンド、
３名の皆様にいただいた「私のロータリーモーメント」が本当にいいお話でした。
今年１２月には創立５５周年の記念例会を行いたいと思っていますが、
５５年のクラブの歴史と伝
統を先輩方が築き上げてくださったんだなと改めて感じました。ありがとうございます。
本日は木村直前会長、研修リーダーが「ロータリーの基礎」というテーマで卓話兼研修をしてく
ださいます。
我孫子クラブは入会５年未満の会員が約半数です。例会の中で改めてこういった研修を行うこ
とが必要なことではないかと思っています。
よろしくお願いいたします。

村越会長より米山奨学生への奨学金授与

ご挨拶 米山奨学生 グエン・ビック・フォンさん
半年前に人生がすごく変わったかなと感じています。いろんな
人と出会って、いろんなことを体験できました。ありがとうござい
ます。
これからも頑張ります。
よろしくお願いします。

親睦委員会報告

小野会員（代理）
１０月１５日生まれの小池会員、
１０月２７日生まれの日暮会員、
お誕生日おめでと
うございます。

小池会員より
お誕生祝いありがとうございます。
ちょっとこっぱずかしいです。
今月の１５日で５９歳になります。
５０代ってすごく速いです。
２０代、
３０代、
４０代とどんどん加速してきたような気がしまして、
この先６０
代はもっと速いのかと思うとがっかりしてしまいます。
５０代のこの一年どう過ごすか。
８年前に歩き遍路に行って参りま
した。速い人で４５日、通常で２ヶ月、
６０日と言われています。家内も
行くので、
２人で会社を長く休むことはむずかしく、
１０日の休みを取
って、
８日間歩いて来ました。徳島の２３箇所どうにか制覇しました。次は高知、愛媛、香川と続きま

すが、
６０までのうちに達成したいという目標があったのですが、
うっかりしててあと１年になってしま
いました。そこまで自分を追い詰める必要もないなと感じてきましたので、仕事においてもプライベ
ートにおいても、がむしゃらにやる年齢でもなくなってきたのかなと感じています。自分の体といろん
なことと相談しながら、
ゆっくりと前に進んでいきたいと思います。
これからもどうぞよろしくお願いし
ます。ありがとうございました。
日暮会員より
お誕生日プレゼントもいただきまして、
ありがとうございます。早い
もので３回目の誕生日になりました。全然、進歩がないんですけど、
ゆっくり頑張っていこうと思いますので、
これからもよろしくお願いい
たします。今日はどうもありがとうございます。

出席委員会報告

堤会員（代理）
２６名（出席免除者含む）出席（全員で３２名） 出席率７５.００％
業務による欠席者： 荒井会員、寺井会員、福武会員、前田会員、柳田会員、
湯下会員

地区の国際奉仕委員会報告

藤本会員

１０月３日にランチミーティングしてきました。
出席者は柏南の浅野会長、小林さん、国際奉仕のメンバーの柏の大山さんと
髙田委員長と１２月２０日に行われる地区の三大奉仕セミナーの下準備の打ち合
わせをしました。
柏南の方からは、先般のケニアの子供へ音楽という芸術を届けるという国際
奉仕についてお聞きしました。ケニア以外でも、
うちの国に援助をしてもらいたい
というリクエストがものすごく来るので、
その対応に苦労しているとのことでした。
漆原ガバナーが所属している勝浦ロータリークラブもかなり積極的に取り組んでおられ、専任の
スタッフが３名いらして、
その方々が中心となって国際奉仕活動をされているとのことでした。なる
べく早くクラブにおいて組織づくりをしていかないといけないなと感じています。
相手国と柏南クラブの間に仲介者がいて活動をされているそうです。直接やりとりをするよりス
ムーズだそうです。
１２月２０日
（日）
に地区の奉仕セミナーが予定されています。その際、柏南さんにグローバル補助
金で展開している奉仕活動についてお話ししていただく予定です。千葉南さんは１０月３日はお会
いできなかったので、
１０月２３日の三代奉仕の委員会で話を伺おうと思っています。

米山委員会報告

塩毛委員長
今月は米山月間です。書類を作りまして回しますので、どうぞ主旨をご理解してい
ただいて、寄付の方をよろしくお願いします。

幹事報告

・１１月６日（金）ザ・クレストホテル柏にて
１１グループ合同例会と情報研修会開催予定
１２時〜昼食
１２時３０分〜合同例会
１３時１０分〜１４時５５分に情報研修会
詳細については事務局より改めてご案内いたします。

倉持幹事

卓話

木村会員

研修委員長として研修の時間を３０分いただきましたので、勉強会というか知識
の共有をさせていただきたいと思います。
今日は「これだけは知っておきたい
『ロータリーの基礎』」の３０ページまで確認し
たいと思います。先週のガバナー公式訪問の時の卓話の中の、
パワーポイントの資
料の中のわずか５行の内容です。それを今日は３０分かけて勉強会をやりますので、
時間の配分がわかりませんが、
その辺はご了承願います。
まず、
ロータリーの定義についてです。経験の長い方は知っていらっしゃることだと思いますが、我
孫子クラブは私以下、若い方が半数以上いらっしゃるので、
こういう基礎知識は一度は確認してい
い内容だと思います。
ロータリークラブというのはなんですか、
と聞かれた時にどう答えますか。
アメリカで始まって１１５年、
日本で始まって１００年の歴史があります。
１００年前とは社会環境、経
済環境はずいぶん変わっていると思いますが、定義はそんなに大きな変化はないのかなと思います。
以前のロータリーの定義は「ロータリーは、人道的な奉仕を行い、
あらゆる職業において高度の道
徳的水準を守ることを奨励し、
かつ世界における親善と平和の確立に寄与することを目指した、事
業及び専門職務に携わる指導者が世界的に結び合った団体である」でした。
最近のロータリーの定義は３つのエッセンスを盛り込んで表現しています。
・リーダーのネットワーク
・アイディアを広げる
・行動する
先週の漆原ガバナーの卓話の中にも「行動する」という話が出て来ましたが、最近のロータリー
の定義は「ロータリーは、会員同士の友愛を通じて生涯にわたる友を作り、国や文化を超えて世界の
人々と国際理解を深め友情をはぐくみます。そして、社会の倫理・道徳を高めながら、会員一人ひと
りの職業のスキルやリーダーシップを生かし、地域社会や世界の問題に積極的に取り組む団体」と
変わって来ています。
１. ロータリーの基本理念は普遍
２. ロータリアンは事業や地域社会のリーダー
３. ロータリーの目的に変更はない
４. ４つのテスト、五大奉仕部門に変更はない
５. ロータリーの５つの中核的価値観
（奉仕、親睦、高潔性、多様性、
リーダーシップ）
に変更はない
これはどういうことか詳しく確認していきたいと思います。
ロータリーの目的とは、
１. 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること
２. 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する
機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること
３. ロータリアン一人一人が、個人として、
また事業および社会生活において、
日々、奉仕の理念を
実践すること
４. 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進
すること
これがロータリーの４つの目的です。
次に、
４つのテストについてです。
１. 真実かどうか
２. みんなに公平か
３. 好意と友情を深めるか
４. みんなのためになるかどうか
ロータリアンが生活や仕事の場面で常に覚えておくべき４つの問い、
それが４つのテストです。政
治や宗教に関係なく、
すべての人びとの倫理的指針となるこのテストは、100カ国語以上に翻訳され
ています。
これはひとつひとつクリアすればいいということではなく、
４つまとめたものを１つの基準として全て
をクリアしなければならないことを意味しています。
これを念頭に置きながら、仕事、生活をすること
が必要になると思います。
次は五代奉仕部門についてです。
五代奉仕とは、
クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕です。
クラブ奉仕は、会員同士の関係をはぐくみ、積極的な会員増強計画を実行して、活気あるクラブ

づくりを行うことです。
職業奉仕は、
すべてのロータリアンが倫理と高潔さをもって仕事にあたり、職業の知識やスキルを
社会のニーズ解決のために進んで役立てることです。
社会奉仕は、
すべてのロータリアンが、地域の人びとの暮らしを豊かにし、
より良い社会づくりに貢
献することです。
国際奉仕は、国際的なプロジェクトでボランティアをしたり、海外のパートナーとの協同活動を通じ
て、平和と相互理解を推進することです。
青少年奉仕は、
ローターアクト、
インターアクト、
ロータリー青少年指導者養成プログラム、
ロータリ
ー青少年交換などを通じて、青少年や若い世代の社会人がリーダーシップ能力を伸ばせるよう支援
することです。
我孫子クラブは、社会奉仕、青少年奉仕が他の３つと比べると力を入れなければいけないのでは
ないかなと思います。
社会奉仕の内容については、
２６ページに社会奉仕の事例というのが載っています。人間尊重、地
域発展、環境保全、共同奉仕、
こういうものが事例になるとのことです。
我孫子は手賀沼清掃や婚活パーティー等、
この中に当てはまることもやってきています。
この先、
ど
のようなことをやればいいかヒントになることが多々書いてあると思いますので、参考にしながら考え
ていけばいいと思います。
国際奉仕については、
２７、
２８ページに書いてあります。
これから我孫子クラブとしてやっていけれ
ばいいと思います。
青少年奉仕については２９、
３０ページに書いてあります。我孫子クラブでは事例がないので、
この
辺も勉強していけばいいと思います。
奉仕、親睦、多様性、高潔性、
リーダーシップという中核的価値観については１３ページに書いてあ
ります。
今日の世界は１９０５年にロータリーが始まった時とは全く違いますが、
人口動態が変わり、
変化のス
ピードが加速し、
テクノロジーによってつながりや奉仕の新たな機会が生み出されています。不変な
のは、
ロータリーを定義づけるこの５つの中核的価値観に対するニーズです。
ロータリーの価値観は組織の考え方と方向性を定める原動力であり、戦略計画においても重視さ
れる要素となっています。
ロータリーの奉仕活動とプログラムは更なる世界理解と平和をもたらすものであると信じていま
す。奉仕はロータリーの使命の中で最も重要な要素です。私たちは、個々のクラブの計画と実践活動
を通じて、奉仕するものに無類の喜びを与え、組織全体に奉仕の文化を創り出します。
親睦については、
クラブ内の親睦活動ではなく、人類に奉仕する共同活動も重要であると書かれ
ています。民族、国家といった様々な違いを超え、寛容の精神でもっと大きなグローバル的な親睦をう
たっていると思います。
多様性については、
ロータリーの奉仕の理念のもとにすべての人々を世界的に結束することがで
きると信じています。会員組織において、活動や奉仕において、職業の多様性を大切にしています。
将来の成功の鍵を握るのは地域社会の事業や専門職がくまなく代表されたクラブです。
高潔性について。活動の結果や目標達成の過程において自らの責任を果たした私たちのリーダー
や仲間の会員も同様の意識を貫くことを期待します。仕事や人間関係において倫理と職業の高い水
準を持っています。
リーダーシップについて。
ロータリーは様々な分野で指導力を発揮できる世界的なリーダーの集ま
りです。
この様なリーダーシップを育むことが重要であり、
ロータリー会員が優れたリーダーシップの
素質を備えていると信じています。
ロータリアンはリーダーとして中核的価値観を率先して実践しま
す。
この５つの中核となる価値観もロータリーの重要な要素だと思います。
これらをまとめたものが「価値観を行動に」というところに書いてあります。
「私たちは、親睦を通じて生涯にわたる友情をはぐくみ、国や文化を超えた理解を促します。私たち
は高潔性をもって約束を守り抜き、倫理を守ります。多様性を誇るロータリーは、
さまざまな考え方を
つなぎ、多角的なアプローチで問題に取り組みます」
基本的な部分をおさらいをしてみましたが、何か疑問に思ったり、
わからないことがあったら調べな
がらロータリーにのぞむことが大事なのではないかと思います。
次の３１ページから６５ページまではクラブ管理について書かれています。
ここについてはクラブ管
理委員長の依田会員にお願いしたいと思います。
今一度、
「ロータリーの基礎」を読んでいただいて、勉強していっていただければと思います。
ありがとうございました。

開会の言葉

村越会長
この後、理事会がございます。以上を持ちまして２６２１回の例会を閉会いたします。
点鐘いたします。

ニコニコＢＯＸ

お名前
メッセージ
柏RC
久しぶりにおじゃましました。
根本孝英様
村越会長 木村直前会長 研修ありがとうございました。
木村会員 研修ありがとうございました。
小野会員
根本様 お越し頂きありがとうございました。
梶会員
木村さん 卓話ありがとうございます。
上村英生会員 木村会員 卓話ありがとうございます。
木村会員 卓話の時間をいただき有難うございました。
誕生祝い頂き、
ありがとうございました。
小池会員
木村会員 卓話ありがとうございました。
鈴木会員 木村会員 卓話ありがとう。
堤会員
木村会員 ためになる卓話ありがとうございました。
ニッソーＣ.Ｃ.でバーディ２、パーク、
８２の
服部会員
ベストスコアが出ました。
日暮会員 誕生日プレゼントありがとうございました。
藤本会員 木村さん研修ありがとうございました。
米田会員 木村会員 卓話ありがとうございます。
当 日 計
今期累計

金

額

１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
５,０００円
１,０００円
１,０００円
２,０００円
２,０００円
１,０００円
１,０００円
１９,０００円
１６７,０００円

今週の表紙「五本松公園」千葉県我孫子市岡発戸字明門作1408
緑豊かな園内には木製遊具、あずまやなどがあり、南斜面の上からは手賀沼が展望できます。この斜面では
縄文時代の「貝塚」を見ることもでき、古代の人々の手賀沼周辺での生活が偲ばれます。
公園駐車場の南側にある広場ではバーベキューもでき、すぐ隣の高台にはふれあいキャンプ場もあります。
家族連れや若者に人気のスポットです。

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。

