第２６７９回例会報告議事録
ロータリーソング「我等の生業」
日時 令和４年８月９日（火曜日） ゲ ス ト : 国際ロータリー第２７９０地区
場所 ハート柏迎賓館
第１１グループ ガバナー補佐 猫田岳治様
時間 １２：１５点鐘
ビジター : なし
S . A . A . : 石原会員

会長挨拶

藤本会長

１０月１８日（火）に星野順一郎市長が卓話に来てくださいます。皆様ぜひご
出席の程よろしくお願いいたします。
ロータリー財団セミナーの開催、研修系３委員会合同セミナー、ＲＬＩ推進
委員会の臨時ＤＬコース、奉仕プロジェクトセミナー、会員増強月間のリソース
の件が地区から上がってきました。
８月２３日（火）はガバナー公式訪問になります。柏南さんとで合同で行いま
す。
当日の合同クラブ協議会でのグループディスカッションはコロナ感染を考慮し、各クラブの各委
員長から活動計画を発表していただくことになりました。
我孫子ロータリークラブを代表しまして我孫子市のスポーツ振興応援団の委員に入っていま
すが、箱根駅伝予選委員会を１０月１５日（土）に開催し、応援バスツアーを企画するそうです。
そのために８月１６日（火）と２３日（火）に委員会を開催します。私は１６日は出られるのです
が、２３日は微妙なところですので、可能な限り出席したいと考えております。
暑い日が続いています。先週末に福島に行ったのですが、朝、地震があり１時間くらい電車が
遅れました。暑さと異常気象等で近年ひっちゃかめっちゃかな天候ですが、冷静で速やかな対応
をしていただければと思います。

ご挨拶

猫田岳治ガバナー補佐

湖北台在住の柏南ロータリークラブの猫田でございます。今日はガバナー公
式訪問の前の訪問ということで、ガバナーがどんなことを考えているかをお伝え
したいと思います。
先日こちらで、ロータリークラブの魅力についてお話しした際に「大将の戒
め」をお話ししました。他のクラブでも同じようなお話しするのですが、多くのご
賛同をいただきます。孤独なリーダーである皆さんは、ロータリーに入っていろ
んな意味で仲間ができてよかった、そこが魅力だとおっしゃいます。
フランスの第１８代大統領、シャルル・ド・ゴールの名言をご紹介します。
「２４６種類ものチーズが存在する国をどうやって統治しろというのか？」
フランスという国は人種のみならず、考え方が違う多くの人々が個人主義を徹底している、そう
いう国をどうやってまとめるんだ、と言っています。
私はこの名言を聞いて、小倉ガバナーの言われたことを思い出しました。
「ロータリアンは皆、
様々な考えに基づいて行動している。一人一人を尊重し、ロータリーを楽しみながら奉仕をしてい
くことが重要である」
規定審議会の報告会がありましたが、ロータリーに対する考え方がいろいろあります。職業奉
仕だけを重要視して他を排除する考え方もあれば、そうでない考え方もある。ただ、ひとつの考
えを２７９０地区の代表的な意見だと思われることには違和感を感じました。どちらが良い悪い
ではなく、その辺をご自身の中で判断していただきたいと思います。
小倉ガバナーは地区によってご自身の役目を作っていただきたいとおっしゃっています。
２７９０地区内のクラブを活性化し、元気なクラブ作りをすること。明確な目標があり、会員同士
がその目標を共有し合って活動し、会員間のコミュニケーションが取れていて、風通しのよい、例
会が楽しいロータリークラブ。
クラブの年齢構成についても話されています。日本中のロータリーがそうですが、クラブによっ
ては高齢化が進んでいて若年層が非常に少なくなっています。高齢化が悪いのではなく、３０

代、４０代、５０代の会員が少ないと１０年先、２０年先どうなっていくかが問題なのです。
私をロータリーに誘ってくださった方もいつもロータリーのことを考えていらっしゃいました。
先輩方がロータリーに対する思い、そういう姿を見せてくだされば、クラブというのは自然と大事
なものが引き継がれていくのではないかと思います。
私はＲＬＩのディスカッション・リーダーをする時に「あなたはロータリアンとして死にたいです
か」と質問します。こういう命題に、何を言ってるんだという方もいらっしゃいます。が、この命題
できりっと輝く方も数多くいらっしゃいます。
個人のロータリーに対する向かい方が少しでも変わってくれればいいなと思い、いつもこの命
題をお話ししたり、こういう場でお話ししたりします。
昨今、国際ロータリーでＤＥＩという言葉が重要視されています。Ｄはダイバーシティの多様
性、Ｅはイクォーリティの公平性、Ｉはインクルージョンの包摂性です。ロータリーではこれからこ
のＤＥＩを重要視していこうと言われています。大賛成です。
ただ、多様性についてはある種の危険性も絡んでいると感じています。多様性という言葉でな
んでも片付けてしまうのではなく、一本の柱、背骨があってこその多様性ではないかと思います。
この多様性に関しては、クラブ内でしっかりとした研修を行っていただくのがよいと思います。
ロータリーの歴史をふまえて多様性を考えていかないと、なんでもありとなってしまうと思いま
す。
皆さん、経営の勉強をしていらっしゃると思うのですが、不易流行という言葉を聞いたことが
あると思います。変えてはいけないもの、時代や環境と共に変えていくものがある、という意味で
す。
経営の経の部分は変えてはならないもの、営の部分は時代と共に変えていくものだと思いま
す。経、は社訓だったり、創業の時の思いであり、営は営業方法であったり、組織です。
このロータリークラブの歴史を含めた経の部分を勉強していただきたいと思います。
最後に小倉ガバナーよりクラブの会長幹事に１２個のお願いがあります。
１. クラブの１０年後の目標を立て、そのための戦略計画（中長期的計画）を立てましょう
２. 例会のマンネリを防ぎ、参加したくなる例会、充実した例会を開催しましょう
３. クラブにＤＥＩを浸透させ、会員すべてが「居心地の良い」クラブにしていきましょう
具体例としては、声の大きな会員、押しの強い会員の言葉がクラブの意見となってしまいがち
ですが、そうなってしまうと居心地の良いクラブではなくなります。
４. クラブ内にロータリー研修委員会を設置し、その充実を図りましょう
５. ロータリーの信頼できる仲間を増やし、その関係を大切にしましょう
６. ロータリー財団の補助金を利用した奉仕プロジェクトを実施しましょう
７. 会員間のコミュニケーションを図り、ＤＥＩをクラブ内に浸透させましょう
８. どのような緊急事態においても例会や委員会が開催できるよう、ＩＣＴを推進しましょう
９. ロータリー財団、米山記念奨学会への寄付をお願いしましょう
１０. ポリオ根絶のための寄付をお願いしましょう
１１. マイロータリーに登録して、クラブセントラルを活用しましょう
１２. ロータリー賞へのチャレンジをしましょう
年度によりガバナーが変わると言ってることが変わるということがあります。これは先ほどお話
しした営の部分だと思います。
経の部分にあたるのが奉仕と親睦、これに尽きると思います。この経の部分を元にロータリー
クラブライフを充実させていただければと思います。
ロータリークラブをまだ知らない我孫子の事業者の方に積極的にお声掛けいただいて、１人で
も多く我孫子ロータリークラブのロータリアンを増やしていただければと思います。
ありがとうございました。

出席委員会報告

野田委員長
２３名（出席免除者含む）出席（全員で３３名） 出席率６９．６９％
業務による欠席：梶会員、川村会員、木村会員、斎藤会員、関根会員、
仲江会員、福武会員、前田会員、湯下会員、米田会員
ZOOMによる出席：古谷野会員、塩毛会員

幹事報告

日暮幹事
・８月２７日のカッパまつりですが、今年も例年通り３万円の協賛金を協力させ
ていただきます。

・１０月９日の地区大会２日目の物産展出展のお願いというのが来ています。８
月３１日締め切りです。出展を希望される方は事務局の方までお願いします。

【クラブ協議会】
藤本会長
活動計画書がお手元にあると思いますが、今年度の私の活動計画、方針が
挨拶を兼ねて書かれています。
猫田ガバナー補佐からもお話しがありましたように、クラブを楽しくしていき
たいと考えています。個人的には基本的に仕事しかしない人間なので、荒井会
員、村越会員達に当クラブに招かれた時に仕事の刺激になるだろうと思い入会
しました。例会は欠かさず参加してきました。皆さん本当に暖かく迎えてくださって、異業種の
方々とお話しすることができるということが私の財産だと思っています。
仕事とロータリーの例会に参加することが趣味になっています。会員の皆様においても私と同
じような気持ちを味わっていただきたいと思っております。風通しのよいクラブにしていきたいと
思っています。
ミニミニ卓話が始まりました。会員の皆様に例会に参加していただいているという位置付けで
今回私が考えました。
社会奉仕については、栁田委員長の元、婚活をまず出来たらと思っています。もし出来なかっ
た場合は我孫子クラブならではの独自の社会奉仕を考えて実施していきたいと思います。
今年度もよろしくお願いいたします。
クラブ管理運営委員会 倉持委員長
委員会の方針としましては、本年度会長方針である、積極的に参加できる風
通しのよいクラブ作りを元に活動してまいります。
ロータリーの基本は親睦と奉仕です。私たちは親睦に重点を置き、会員の交
流を深めていきたいと思っています。
親睦は梶委員長、出席は野田委員長、プログラムは関根委員長、研修は依田
委員長です。各委員長を中心に会員の皆様にご協力いただいて運営してまいります。一年間よろ
しくお願いいたします。
奉仕プロジェクト委員会 栁田委員長
社会奉仕活動としてどのような地域貢献が必要か考えて行動することが大事
だと考えます。
新型コロナウィルスの大きな影響を受け、昨年度は最低限の活動しか出来な
かった中、我孫子市内の生活困窮世帯に向けて子ども食堂を企画しました。
今年度は藤本会長の強い思いで、我孫子ロータリークラブの代名詞と言える
婚活プロジェクトを３年ぶりに開催することとします。１１グループの各グループの方々にもご協
力いただき、ロータリーメンバーの紹介者という条件をつけ、信頼性のあるロータリーならではの
プロジェクトにしていきます。
他、手賀沼のクリーン事業にも積極的に参加して、メンバーが自ら汗をかき、地域に奉仕する
活動も行ってまいります。
我孫子ロータリークラブが地域にどのように社会貢献しているのかをもっと皆様に知っていた
だけるように活動していきます。
近々ではあびこカッパまつりにも参加いたします。依田会員が実行委員長をされていますので
全力で協力していきたいと思います。

広報公共イメージ委員会 上村英生委員長
ロータリークラブの社会奉仕、職業奉仕について我孫子ロータリークラブが
実践していることを積極的に発信していきます。地域社会に貢献している我孫
子ロータリークラブの様々な活動をＰＲしていきたいと思います。

会員増強委員会 荒井委員長
会員増強はクラブにとって活力の源と言われています。今年は会員を３名純
増することを目標として活動していきます。
初の女性ＲＩ会長、ジェニファー・ジョーンズ会長は、２０２３年までに世界の
ロータリー会員の３０％を女性にするつもりです。
我孫子クラブは３２名中、女性会員は３名で９.３％となっています。女性会員
の増強にも力を入れて活動していきます。
会員増強は元気なクラブを作る第一歩と考えます。一年間よろしくお願いいたします。
研修リーダー委員会 依田委員長
近年コロナ禍で研修がなかなか行えない状況でしたが、制限が少しずつ緩和
されましたので考えていきたいと思っています。
ロータリーは気軽な気持ちで参加できるよう工夫して研修を実施していま
す。
ＲＩ会長は「ロータリーでの参加型の奉仕、人間的成長、リーダーシップ開
発、生涯にわたる友情こそが、目的意識と熱意を生み出します」とおっしゃっています。会員が社
会のリーダーとして成長できるように取り組んでいきたいと思います。
入会５年未満の会員にロータリーの基礎知識を理解してもらうための研修を実施します。ベ
テラン会員の話を加えたファイヤーサイドミーティングで親睦を深めながら実施します。
また地区のＲＬＩにも積極的に参加するように働きかけてディスカッション・リーダーを誕生さ
せたいと考えています。
講評 猫田ガバナー補佐
お疲れ様でございました。本来ならば活動計画書を読めばわかるので、ガバナー公式訪問の
時にこれをやって、あまり意味がないなと以前から私は思っており、ディスカッション方式がいい
のではないかと思っていたのですが、こういう非常事態のため致し方ないのかなと思っています。
クラブ協議会という名前ですが何も協議していないので、クラブをよくするために皆で意見を
出し合う、ここに重要性があると思います。
社会奉仕活動の婚活パーティーは素晴らしいと思います。
広報公共イメージ、ロータリーはこんなことをしているよと積極的にＰＲしていただけるといい
と思います。
先ほど申し上げましたが、背骨なき多様性は脆弱であると思います。多様性についてなんぞや
と言っても意味がないと思います。いろんな考えが出てくる背景はどうなっているのか、ここに
フォーカスし研修をしないといけないと思います。
YouTubeでロータリーの歴史という講談師を使った１話１５分くらいの動画がいくつかありま
す。それをクラブで卓話の代わりにプロジェクターを使って写し、それを見た後にディスカッショ
ンしました。とても良かったです。非常に貴重な体験でした。我孫子クラブでももしよかったら
やってみていただけたらと思います。
私の考えではありますが「ロータリーに入ってよかった。ロータリアンのままで死にたいな」と
「そのためにはもっとしっかりしないといけないな」と生涯の目標になります。そんな風に目標を
持っていただいて我孫子クラブを盛り上げていき、１人でも多くの新しい仲間を増やしていただ
き、その方達を感化し、またその方達が新しい仲間を感化し、次の世代へ繋いでいければと思い
ます。
そのために何ができるのかクラブ内でよく話し合っていただくとよいと思います。私は考えが
少し偏っているところもあると思いますが、ロータリアンであることの意味をご自身で熟考してい
ただければと思います。
どうもありがとうございました。

閉会の点鐘

藤本会長
これをもちまして８月の第２例会ならびにクラブ協議会を閉会いたします。猫田ガバナー補佐、
あ
りがとうございました。
ガバナー公式訪問の日にまた皆さんとお会いできることを祈念しております。

ニコニコＢＯＸ
お名前
メッセージ
猫田岳治
ガバナー補佐
藤本会長 クラブ協議会おつかれさまでした。
日暮幹事 猫田ガバナー補佐訪問ありがとうございました。
荒井会員 猫田ガバナー補佐、訪問ありがとうございました。
上村英生会員
クラブ協議会おつかれ様でした。
ニコニコＢＯＸ
上村文明会員 猫田Ｇ補佐、有難うございました。
寺井会員 猫田様ありがたいお話しありがとうございました。
野田会員 猫田様ありがとうございました。
村越会員 猫田ＡＧ来訪ありがとうございました。
栁田会員 ガバナー公式訪問、成功させましょう。
依田会員 研修リーダー頑張ります。一年間宜しくお願いします。
当 日 計
今期累計

金

額

１,０００円
１,０００円
１,０００円
２,０００円
１,０００円
１,０００円
２,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１２,０００円
７５,０００円

寄付用
ウクライナ、トンガ王国支援金

今期累計

８１,０００円

今週の表紙「延命寺」千葉県我孫子市布佐2318番地
文禄2年（1593年）に創建された真言宗のお寺です。大和国の法隆寺から虚空蔵菩薩を迎えて創建されまし
た。眠病治療の御利益あらたかで人々の信仰も篤かったと伝えられています。我孫子、柏、取手にまたがる
「 新四国相馬霊場八十八箇所」の第二十四番札所です。

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。

