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ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

柏西ロータリークラブ

四つのテスト
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？
2019-20 年度 会長：岡島 昭信

創立：１９７５年１１月 ７日
承認：１９７５年１１月２４日

第２１０４回通常例会 (2019.9.27)
■柏西ロータリークラブ URL.http://kashiwa-nishi-rc.com/

幹事：安田

■第 2790 地区ロータリークラブ URL.http://www.rid2790.p/2018/

「柏西・我孫子ＲＣ合同ガバナー公式訪問」次第
■役員懇談会
10：20 ～ 11：05

ガバナー懇談会（柏西）

11：15 ～ 12：00

ガバナー懇談会（我孫子）

■合同例会
12：30 ～ 13：30

司会

柏西ロータリークラブ SAA

増谷信一

12：30

点鐘

我孫子ロータリークラブ会長

木村隆一

国歌斉唱
ロータリーソング斉唱 奉仕の理想
四つのテストソング斉唱
12：40

お客様の紹介
食事

13：00

会長報告

柏西ロータリークラブ会長

岡島昭信

幹事報告

我孫子・柏西ロータリークラブ

幹事

講話

国際ロータリー第 2790 地区ガバナー

諸岡靖彦

『国際ロータリーの現在とこれから』
13：30

点鐘

我孫子ロータリークラブ会長

木村隆一

13：40 ～ 15：10

司会

我孫子・柏西ロータリークラブ

幹事

13：40

開会の言葉

柏西ロータリークラブ会長

岡島昭信

■写真撮影

（―休憩―）

■合同クラブ協議会

【第 1 部】
①

13：45 ～ 14：10

我孫子ロータリークラブ発表・質疑応答・ガバナー講評

※発表が終わるタイミングでコーヒータイム
②

14：10 ～ 14：35

勝紀

柏西ロータリークラブ発表・質疑応答・ガバナー講評

【第 2 部】14：35 ～ 15：05
『クラブの課題・対策』発表・質疑応答

我孫子ロータリークラブ直前会長

荒井光一

『クラブの課題・対策』発表・質疑応答

柏西ロータリークラブ直前会長

髙田住男

15：05 ～ 15：10

全体講評

国際ロータリー第 2790 地区ガバナー

諸岡靖彦

15：10

閉会の言葉

柏西ロータリークラブ会長

岡島昭信

例会日／金曜日 12：30 〜
事務局／〒 277-0011 柏市東上町 7-18
例会場／ザ・クレストホテル柏
柏商工会議所会館 505
〒 277-0842 柏市末広町 14-1
TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
TEL.04-7146-1111 FAX.04-7146-2100
E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会長報告
会長

岡島

昭信

で、豊洲市場の職場見学及び屋形船

は、大変有意義であったと思ってお

での食事会ということで行ってまい

ります。尚、職業奉仕・親睦の各委

りましたが、今回は、バスではなく

員長さん方には大変お世話様でし

電車を使って行って頂いたにもかか

た。

わらず、多数の会員の皆様に御参加

さて、本日は諸岡ガバナーをお迎

頂きました。お疲れ様でした。豊洲

えしての公式訪問、そして合同例会

市場は築地市場に代わる新しい市

です。当クラブの実態を知って頂き、

場で、首都圏最大の基幹市場です

色々とご指導頂ければと思っており

ね。規模の大きさもさることなが

ます。今日は午前中ガバナーとの懇

ら、50 年先を見据えた、近代的設

談会を行い、先程終えたばかりでご

皆様こんにちは。本日は諸岡ガバ

備を備えた生鮮食品の一大流通基地

ざいます。これからのクラブ運営に

ナーを始め、諸岡正徳地区会員増強

です。その豊洲市場をつぶさに見て

関わる話の内容でございまして大変

委員長、上村ガバナー補佐、村越補

こられた会員の皆様は、各々の感想

参考になりました。この後、ガバナー

佐幹事そして、木村我孫子ロータ

を持たれたことと思います。また、

の講話をお聞きして、その後クラブ

リークラブ会長、藤本幹事の皆様よ

屋形船での食事会は船上からの景色

協議会を開催、質疑応答の後、ご講

うこそいらっしゃいました。諸岡ガ

を眺めながらの食事ということでこ

評をお願いして終了となります。長

バナーには後程「国際ロータリーク

れも又、格別なものでした。そして

丁場になりますが、どうぞ宜しくお

ラブの現在とこれから」と題しまし

山返しの意味も含めて浅草の料理屋

願い致します。以上、会長報告とさ

てご講談を頂きます。宜しくお願い

で休憩した時は、櫛田会員のリード

せて頂きます。有難うございました。

致します。

も良かったですが、参加した皆様の

さて、先週は移動例会ということ

幹事報告

様々な意見を聞く事が出来たこと
安田

勝紀

参加者：1 クラブ 2 名まで
参加費：1 クラブ 2,000 円

①青 少年交換派遣候補生（川崎望雅さん＝麗澤高校 2
年生）長期派遣候補生として合格の通知
②『地区先達と語る「私のロータリー」の集い』開催の案内
日時：11 月 10 日（日）13：00 ～ 15：50

③米山奨学生・カウンセラー米山梅吉記念館訪問研修旅行の案内
期日：10 月 27 日（日）～ 28 日（月）
集合：8：50

JR 千葉駅北口

常盤スポーツ店前

行程：米山梅吉記念館・焼津・鎌倉の旅

会場：千葉スカイウインドウズ東天紅 23 階

卓話「国際ロータリーの現在とこれから」

ＲＩＤ２７９０

諸岡

靖彦

ガバナー

る考え方を中心にお話しさせていただきます。
ロータリークラブ（RC）は、その会員であるロータ
リアンによって構成され、一方、国際ロータリー（RI）
は、RC によって構成されます。ロータリーの創設者
P.Harris(1868 ～ 1947) は資本主義社会の勃興期の、商
業道徳が忘れられてしまった 1905 年に、米国シカゴの
街に信頼と友情の仲間を増やしたいという趣旨で RC を
創りました。親睦と相互扶助が初期の目的でしたが、奉
仕という目的を加えることによって全米に拡がり、国境
を超え、今では 200 以上の国と地域に、クラブ数 3 万
6 千、会員 120 万人を数える世界有数の奉仕目的団体
本年度当地区ガバナーを務めます諸岡靖彦（成田ロー

となりました。こうした世界中のクラブの連合体を RI

タリークラブ）です。本日は国際ロータリーの現況と、 と称しています。ロータリーは職業倫理を重んずる実業
来年 10 月に 100 周年を迎えます日本のロータリーの

人、専門職業人の集まりで、世界に目を開いて幅広い奉

実情についてご報告する同時に、私のロータリーに対す

仕活動を国際社会に、地域社会に展開しています。

このようにロータリーは奉仕という基本目標の下に、 さんと学習・成長の機会

④例会が楽しい

⑥心からの親睦が得られる…

⑤奉仕活動

世界中に会員基盤を有し、クラブを、地域を、世界をリー

ができる

となっていま

ドしています。ロータリーの活動を確固たるものにして

す。奉仕活動への期待よりも、他人との関わりを大切に

ゆくためには、一人一人のロータリアンがロータリーを

している、という結果でした。皆様の場合はいかがでしょ

熟知して、私たちが所属するクラブをより効果的なクラ

うか？

ブに成長させることが大切です。クラブを構成する一人

私の考え方ですが、「出会いの妙」、それがロータリー

一人のロータリアンがリーダーシップを身につけ、会員

の魅力の第一です。2010-11 年度にクラブ会長を務め、

組織を強くして、社会が必要とする奉仕活動を継続させ

その後地区へ出るようになってから、殊に多様な地区

てゆくことがロータリー活動の課題です。

ロータリアンとの交流が楽しみになりました。GND、

本年度 RI の Mark D. Maloney 会長は、ここ 20 年間

GN、GE と年々立場がガバナーに近づくにつれて、シニ

の会員総数が 120 万人のレベルで推移していることを

ア・リーダーといわれる方々や PDG と接する機会が増

停滞と断じました。情報化と交通手段の格段の進展がグ

えて、様々な人間像、彼らの奉仕活動の体験談、立ち居

ローバル化を進め、世界の動きがより早く、狭くなって

振舞い、リーダーシップのあり方を垣間見てきました。

います。他方で地域紛争が長く尾を引き、経済や通商分

ロータリアンは対等です。ロータリーの会合では、公式、

野には対立と分断が進み、世界中がバランス感覚を失っ

非公式に関わらず対面すればどんな著名な方とでも対等

ています。
「あと少し」に迫ったポリオ根絶にも、時間

なお付合い、お話を交わすことができます。「ロータリー

とカネがまだ掛かりそうです。マローニー会長は、かつ

に No ！は無い」とよく言いますが、回ってきた役目は

てないほど分断化された世界に繋がりを取り戻すことが

お受けするのが良いと思います。ロータリーを学び、自

できるのはロータリーであると断言します。ロータリー

分の世界を広げるチャンスだと思うべきです。苦手な分

はより健康的で、平和で、持続可能な世界に向けた国連

野であっても、ポジティブに受け取るべきです。不安な

とのコミットメントを有し、他の組織には見られない平

気持ちが準備を進め、問題意識を高めます。例会や奉仕

和と相互理解という精神の下に世界中の人々が繋がるこ

活動では、意識して年代の違う会員、職業分類の全く

とが出来、目標に向かって意義ある行動を起こすこと

違う会員との交流が視野を広げ、感性を刺激します。RI

の出来るインフラを有しています。今こそロータリー

の青少年プログラムは年齢層によって設定が変わります

の出番です。ロータリーの組織としての勢いを回復さ

が、IAC, 青少年交換、RYLA、RAC に参加しますと、ロー

せ、地域社会や家庭、職域に新しいつながりを創り、世

タリーファミリーの幅の広さと若い力に教えられます。

界をつなぐことがロータリーの使命です。こうした背景

ものの見方、考え方そして何よりもロータリー観が養わ

から、マローニー会長は『ロータリーは世界をつなぐ』 れます。このほかにもロータリーの世界的ネットワーク
ROTARY CONNECTS THE WORLD

のテーマを打ち出

されました。

の凄さ、R 財団や米山奨学会の資金力は奉仕活動にとっ
て、大きな原動力であり、その事業に惚れこめば健全で

私はマローニー会長のテーマを受けて、「ロータリー

素直な寄付協力に近づけると思います。

から千葉を元気に」のスローガンを掲げました。千葉を

ロータリーの全体像を絵にして表現すると、どんなこ

元気にするためには地区内クラブが元気にならなければ

とになるでしょうか！『ロータリーの樹』をご覧くださ

なりません。私の使命はクラブを鼓舞し、クラブを元気

い。青木貞雄ガバナー年度の 2016 年の地区大会に RI

にすることです。地区組織の総力を挙げて、クラブを元

会長代理で当地区に派遣された渡辺好政 PDG が RI 理事

気にします。

をお務めの 2006 ‐ 07 年度の頃に持論を展開したとい

さて、ご参集のロータリアンの皆様に投げかけてみた

うのがこの図表です。樹を育て、森を創る発想は日本人

い話題があります。皆様ご自身にとってロータリーの魅

の自然観によく嵌ります。森を征服して街を切り拓くと

力とは何でしょう、ロータリーを続けている理由は何

いう西欧人の感性との差が見て取れます。土壌（中核的

だとお思いになるでしょうか？来年 10 月に日本にロー

価値観）があって、根（R の理念）があるから幹（R の

タリーが生まれて 100 周年を迎えます。「日本のロータ

目的）は育ち、幹を太らせれば枝葉（五大奉仕活動や 6

リー 100 周年実行委員会」が一昨年全国の RC に対し

つの重点分野）が広がり、陽光を浴びて果実（R 財団）

て意識調査を行いました。この中に日本人ロータリアン

が実り、全体景観としての R の公共イメージが向上す

の意識を探ることができます（この詳細は「ロータリー

る…というものです。

の友」2017 年 11 月号に掲載）。
上位 6 番目までの理由を拾ってみますと
交流ができる

②生涯の友人・仲間ができる

この『R の樹』から様々なインスピレーションが生ま
①異業種

れます。ロータリーアンは「個」からスタートして自

③自己研

学（楽）自習して、個のリーダーシップを養います。樹

を大きく育ててゆくには高潔性という土壌が特に大切で

た。平成の 30 年間の日本は、バブルの崩壊以後世界同

す。ロータリーがロータリーであるためには、職業倫理

時不況、大震災や自然災害がつづいて、降り坂の 30 年

に従って得た経済力が個人の奉仕活動の原動力になるか

でした。外に目を向ける産業分野もありましたが、大多

らです。
「クラブ」が地域社会に働きかける要件として、 数の内向きな日本人は「井の中の蛙」と化しました。政
クラブが元気でなければ地域に対して健全な提案やリー

府は内需を高めるために躍起になって財政出動します

ダーシップが発揮できません。会員基盤を多様化させて、 が、国の借金が膨らむだけでした。人件費の上昇以上に
クラブを持続的に盛り上げてゆくことが大切です。クラ

は生産性が目立って改善するわけではなく、低成長（時

ブの活動計画は奉仕活動も親睦も絆を創るための相互の

にはマイナス成長）がつづいています。

存在と役割を認め合って、タテワリの活動だけではなく、

令和の時代には、もっと大らかに、日本人が持つ相手

上位の目的を共有し合うヨコワリのクロス・プロモー

に心を寄せる優しさが発揮される時代になって欲しいと

ションを意識して動かなければなりません。この樹を持

思います。そして日本人がもっと国際社会に出て、世界

続的に、いかに強く育てるかは、戦略計画の課題です。 に貢献でき期待したいと思います。そのためには、ロー
樹を育て、森を如何に創ってゆくかはクラブ会員全体の

タリーと同じように、日本人は明確な国家戦略をもつこ

総意に関わります。全会員の討議で森を創るビジョンを

とが必要です。先ごろ経済同友会が発表した『危機感

構想してください。ビジョンができたら毎月の、毎年の

なき茹でガエル日本――過去の延長線上に未来はない―

作業計画を創って、実行してください。半月後、1 年後

―』の、日本再生の処方箋をご紹介します。三次元の図

の実行チェックは欠かすことのできない、次のステップ

表で表わせば、X 軸＝経済の豊かさの実現、Y 軸＝イノ

に向かう大事な振返りです。こうして樹が育てばロータ

ベーションによる未来の開拓、Z 軸＝社会の持続可能性

リーの活動はますます意義深くなり、楽しくなることで

の確保、という社会の、近視眼ではない 30 年、50 年

しょう。

後を見通した構想を基本として、そこに到る道筋を考え

ところで、世界のロータリーと日本のロータリーには

なければならない、ということです。令和の時代を、
「敗

ギャップが生じている、ということをお聞きになってい

北と挫折」の平成の 30 年の延長と思うのではなく、危

ませんか？日本のロータリアンが重視する職業奉仕（実

機感を持って、日本人の繊細な感性を生かせる健康長寿、

は、日本人ロータリアンがこだわっているのは職業「倫

地球環境、持続可能性を構築する分野などで世界のトッ

理」のようです）は、世界中の何処へ行っても通じない

プを目指すべきです。

というのです。職業奉仕とは職業上持ち得た専門知識

1 月のサンディエゴの RI 国際協議会で、GE として

や技能を生かして社会奉仕に貢献することだと、世界は

GETS に参加したとき、会場の入り口に掲げられていた

考えているようです。職業奉仕を特別なロータリーを動

標語は

かす土台としては考えていないのです。先の規定審議会

… 「リー

で RAC を RI の会員として認める件や、例会の欠席補填

ダーを集め、意見を交換し、行動に移せ！」でした。か

( メークアップ ) を当年度以内とする緩和決定には驚き

つてのそれは、Enter to Learn ,Go Forth to Serve!

Join Leaders ,Exchange Ideas ,Take Action !

…

ました。しかしこの狭い日本列島で 2000 年もの永い間、 「入りて学び、出でて奉仕せよ」でした。標語が変わっ
自然神信仰 ( 神道 )、仏教、儒教を自生的に「餅をこね

たことの意味する所は、RI が戦略計画を構築するため

るように」創り、武士道や商人道に形成し、実践してき

の姿勢を示しているものであると理解します。リーダー

た日本人の思想の風土を考えれば、職業奉仕の重視とい

を集めて、意見を交換して、そして行動する、というこ

うスタンスは軽率なポピュリズムよりは遥かに重いもの

とです。これが RI のこれからの行き方です。

です。日本のロータリーがガラパゴスとか、周回遅れで

以上で「RI の現在とこれから」というお話を終わら

走っているという評価はいただけるものではありませ

せていただきます。ご清聴、ありがとうございました。

ん。来年に迫った日本のロータリー 100 周年では、ロー
タリーという米国建国期ピューリタンの思想潮流を、日
本人の風土、文化になじむよう取り入れてきた社会運動
として正しく評価されるべきものだと思います。如何で
しょうか。
さて、これからのロータリーの方向はどうなるので
しょうか？ 5 月から日本の元号が「令和」と改元され
ました。明治以降の大正、昭和、平成の 150 年はおよ
そ 30 年ごとに登り坂と降り坂を交互に経験してきまし

寄付金達成率（９月末現在）       １０月ＲＲ =108 円
目標額
R 財団・基金

達成額 達成率 個人目標

1,056,000 877,700

83.1%

$150

211,200 178,673

84.6%

$30

米山記念奨学会 400,000 582,800 145.7%

10,000

R 財団・ポリオ

（内募金箱

38,273）

合同クラブ協議会

奉仕プロジェクト委員会

水野

晋治

委員長

し、それぞれが地区補助金の申請を行いました。地区の
審査方法も今年度より変わり、最初に奉仕プロジェクト
委員会が事業の必要性などについて評価をし、次に財団
委員会が地区補助金の目的やルールに沿っているかなど
を審査し、補助額が決定する事になりました。聞くとこ
ろによると審査にて最高得点を我がクラブが取り、次点
に柏クラブという高評価をいただきき満額の補助金をい
ただく事になりました。プロジェクト名は「タイ北部ア
カ族の村及び学校に浄水設備支援と就学環境の支援プロ
ジェクト」です。支援先は「タイ北部・チェンライ県メー
本年度奉仕プロジェクト委員長を務めております水野

チャン郡バーン・カーン村」という場所で地図に記載さ

です。よろしくお願い致します。本年度当委員会の事業

れていないミャンマーとの国境近くの小さな村です。こ

の中からメインとなる事業について発表致します。

のプロジェクトによって恩恵を受ける人は、村民 700

地区補助金の条件が変わり本年度、来年度の 2 年間
試験的に国際的人道奉仕に限りこれまでの１プロジェク

人及び学校児童 100 人程度となります。
クラブの仕事としては、現地調査及び現地との連絡、

ト当たりの上限 30 万円の補助に対し、倍額の 60 万円

業者の手配、浄水器の設置立ち合い及び完了検査、同

の地区補助金が出る事になりました。ちょうどその変更

時に村民及び児童へ水の衛生管理及びメンテナンスの講

の話しが決まったころ、昨年度の地区奉仕プロジェクト

習。児童への衛生講習（歯磨き指導等）及びクラブ会員

セミナーが開催され、北タイにて山岳民族の「アカ族」 で集めた支援物資の運搬及び配布。このプロジェクトを
支援をしている日本人ロータリアンの原田義之さんを講

実施することにより、地域社会に対するどのような影響

師として呼ぶことになりました。原田さんとは、4 年程

が期待されますか？

前より個人的に様々な後方支援してきた関係でその間を

水を溜めて飲用に使用しています。新たに浄水器とタン

取り持つこことなりました。この日参加していた当クラ

クを設置する事により少数民族同士の水や水源の奪い合

ブの関係者たちと周年事業として何か支援をしようと盛

いを防ぎ、最低限の衛生的な生活環境を整えます。また、

現在村民は古く錆びたタンクに雨

り上がり、
先ずは手始めに小さな支援からということで、 村の学校には飲料に適した水が確保できていません。子
昨年度（1 月に）調査をかねて金本会員と共に北タイチェ

供たちが安心して飲める水の浄水設備を設置する事によ

ンライに行ってきました。これまでに原田さんや関係者

り就学環境を整えます。同じく学校のトイレの屋根が破

からは現地の状況はかなり詳しく聞いてはいたのです

損し、雨ざらしの状態が何年も続いています。これを修

が、実際に現地に行くとより実情が分かり、支援の必要

繕する事により就学環境がより充実し安定した学校生活

性を実感しました。様々なやり取りをした結果、原田さ

が送れるようになります。また、地域の子供寮へ支援物

んが 12 年のアカ族への奉仕の活動の中で「最も貧しい

資を届け、就学のサポートを行います。

村」というバーン・カーン村には衛生的な飲み水の不足

協力団体

や、水を巡る民族間のトラブルなどもある事から村人が

アカ族子供就学支援基金

現地への調査員の派遣及

安心して使える浄水器を設置しようという事になりまし

び資材調達の支援を行います。

た。同時に村の学校のトイレの天井が台風被害により破

１．地区補助金申請額

		

￥600,000

損したままで、雨漏りが酷い事から、直接的ではないで

２．クラブ拠出金額

		

￥660,460

すが、就学支援の意味合いを込めてトイレの屋根を修復

地区補助金申請額＋クラブ拠出金額

もしようという事になりました。その話を進めている中

村への新設タンク３基		

￥270,000

で、柏 RC の本年度幹事の高田新也さんよりうちのクラ

学校への浄水器新設		

￥100,800

ブでも何か国際奉仕をやってみたいという相談があった

ステンレス大型タンク		

￥72,000

ため、原田さんに相談すると、同じ村の別の集落にある

スレート材（屋根材）		

￥72,000

小学校の建物が狭く、倉庫や廊下で授業を行っているの

衛生用品購入

￥30,000

￥1,260,460

で、何とか整備してあげたいという話があったため、こ

予備費などを含め 1,260,460 円の総予算という計画

の事業を柏 RC に勧めました。合同で事業する事で一致

となっております。すでに今月 3 日には送金を終え、5

日には原田さんが資金を持ってタイに訪問し、工事の手

クラブ 6 名、柏 RC4 名総勢 10 名の訪問団にて贈呈式、

配を進めております。贈呈式は 11 月 3 日から 5 日（6

ミニ支援の実施を行ってくることとなっております。

日早朝帰国）までの 2 泊 3 日という弾丸ツアーにて当

合同クラブ協議会

青少年奉仕委員会

森市

直樹

委員長

入れました。400 人の千葉市の小学生が、授業の一環
として来られ、行儀よく座っていました。アナウンスが
始まりました。弓削田健介さんは、主に小、中学校で歌
われる合唱曲を作曲し、全国を旅しながら年間 150 ～
200 回の演奏活動（スクールコンサートや講演会）を行っ
ているスタイルから「放浪の合唱作曲家」と呼ばれてい
るそうです。いよいよ始まります。私たちも、席に着き、
始まりました。
「いのちと夢」をテーマにコンサートやトーク & ライ
ブを行い、プロジェクターとスクリーンを利用して、絵
こんにちは、柏西 RC 青少年奉仕委員長森市直樹です。 本「いのちのまつり」などの朗読や映像を使いながら音
音楽を通じて、参加した小学生達に夢や希望を与え、心

楽を通じて、「いのち」「夢」「思いやり」「人とのつなが

の支えになりたい。私たち柏西ロータリークラブのメン

り」など、いま一番大切なことを感じる事の出来るコン

バーがコンサートを開催します。

サートでした。参加した小学生達は、笑いと合唱で大盛

柏西ロータリークラブでは、岡島年度の青少年奉仕活

り上がりでした。

動は、RYLA と希望の風「いのちと夢のコンサート」の

帰りの道のりで、参加した村西 RC の 5 人ともが、こ

活動を行います。RYLA は、地区の行事として、毎年参

の企画を柏の小学生達にも、参加してもらいたく、岡

加していますので、
お解かりの会員も多いと思いますが、 島年度に企画をいたしました。先ずは、柏市教育委員会
本日は、
「いのちと夢のコンサート」について、お話し

に、岡島会長と水野奉仕プロジェクト委員長と伺い、主

たいと思います。

旨を説明し、後援をお願いし、受理されましたので、次

昨年、金本地区青少年奉仕委員長の活動の一環で、小

は、第一小学校と第三小学校と第五小学校にて主旨を説

学生を集めて千葉市でコンサートを開催するので、柏西

明後、授業の一環として認めてもらうよう、助川会員、

RC の青少年奉仕委員長の水留委員長に誘われ、会場に

寺田会員にもお願いしていただく準備になっています。

出向きました。会場に着くと、役割分担が決まっており、

開催日時は、新学期が始まってからになりますが、よ

私は防災責任者になっていましたので、非常口の確認や、 り多くの小学生に聞かせていきたいと思います。皆様の
誘導経路等を確認後、受付業務をこなし、小学生を受け

合同クラブ協議会

ご協力、宜しくお願い致します。
直前会長

髙田

住男

副会長

は「クラブの問題点と対策」です。しかしながら、昨年
小職が会長年度の時よりも、今年度 19-20 年度岡島会
長の人柄もあって、クラブ協議会や行事などの会員の参
加は増加しております。柏西ロータリークラブの４５周
年行事成功のために皆が一丸となっているいます。ま
た、姉妹クラブである台中港東南扶輪社の皆さんの訪
問。歓迎式典、エスカーションや、他のＲＣ会長幹事の
皆さんへの招待、そして４５周年行事の一環として、ﾀｲ
ｱｶ属の水道施設の補助金を使った奉仕など行事が山盛り
であり、会員が充実したロータリーライフを味わってい
はじめに
私に与えられたガバナー公式訪問に際してのテーマ

ると感じます。また、２７９０地区の中で４番目に多く
会員数６４を誇り、また、柏西ロータリークラブの会員

の年齢別の構成を見ると６０代の割合が最も多く２０人

散見される。地域社会の視点から、「現在日本が抱えて

（３２．
５７％）を占め、働き盛りの５０代・６０代が全

いる問題」についての一覧表に掲げると、パワーポイン

体の５７．０２％であり、若い会員から８０代の高齢者

ト P ６のようになります。

まで満遍なく会員を擁しています。理想的な構成ではな
いかと思われます。また、会員同士仲が良いようですか
ら。敢えてあげるならば、会費のみお支払い頂き、クラ
ブ活動に参加しない会員が数名おりますので、このフォ
ローが大切かも知れません。従いまして、クラブの問題
点は現状においては、大きな問題点はないと考えること
ができるのではないでしょうか？
本来のロータリーの社会奉仕とは？
クラブの問題点について、前回の「クラブ協議会」に
おいて、前年度、小職が悩んだ「社会奉仕のあり方」に

分類すれば、①ロータリーが取り組むべき問題、②ロー

ついて発表させていただきましたが、今回も問題提起

タリーでは取組む必要が無い問題ないし取組むべきでな

として、皆さんと共に考えてまいりたいと思います。昨

い問題（例えば国・地方公共団体（役所）が取り組むべ

年度会長就任まえに、我がクラブは、社会奉仕の一環と

き問題など）、と区別されるであろうか？

して、従来からの継続事業である献血運動や大掘川の清

提案（対策）

掃事業を実施してきました。しかし、近年、クラブの会

ロータリークラブとは「最もよく奉仕する者、最も

員の行事への参加が少なく、このまま継続するか他の奉

報いられる」。すなわち、奉仕する者は人生の成功と幸

仕活動に移行するかを検討することにしました。その原

福をえる者であることをロータリークラブで学び、地域

因の一つに、献血運動はライオンズクラブの援助であ

社会でもその実例を示すことが必要であることは、ご案

り、大堀川の清掃も、清掃をしている特定非営利活動法

内の通りです。すなわち「入りて学んで出て奉仕」す

人（以下「ＮＰＯ法人」という。）があり清掃を実施し

べきなのでしょう。そこで、社会活動へに参加（決議

ていました。奉仕活動法人は、ロータロークラブだけで

63-286）にあるように、①地域ニーズを確認し、②会

はなく、ライオンズクラブが千葉県に８３団体（会員数

員に対して社会奉仕のニーズを賜り、クラブとしての社

２８８９人）
。ＮＰＯ法人が千葉県には１，６１７団体

会奉仕を決定し、③他の奉仕団体との連携が必要な場合

（柏に１４１団体）があります。また、NPO 法人の活動

には協議をし、進んでいく必要があるのではないかと考

目的も様々な分野にわたり奉仕活動をしていることにな

えます。

ります。このような中で、本来のロータリーの社会奉仕

そして優先順位は、地域の皆さんが本当に困っている

とは何であるべきでしょうか？社会奉仕について考える

こと、そして、緊急を要することの 2 点を考慮して優

チャンスを頂きましたから、私の年度 2018-19 年度で

先順位を考えるべきでしょうか？折角「戦略計画委員会」

は、少し立ち止まって、考えることとし、冷却期間を置

がありますので、その組織の活動に期待するものであり

くことにしたのです。

ます。

RI の特別月間・日本が抱えている問題と社会奉仕
既にご案内のとおり、RI は特に奉仕の重要性を認識
し、特に力を入れるために、重点目標を掲げています。
該当月になると、それぞれの委員長が卓話をして、喚起
をすることになっています。その内容は、会員増強であ
り、社会奉仕であり、職業奉仕であり、青少年奉仕であ
り、国際奉仕であります。社会奉仕が「地域社会」を対

出席報告

象とするならば、９月（基本的教育と識字率向上月間）、

会員数

６３名

１０月（経済と地域社会の発展月間）、１２月（疾病と

欠席者

１２名

治療月間）
、
２月
（平和と紛争予防）、３月（水と衛生月間）、
そして４月（母子と健康月間）でしょうか？地球規模で
あっては必要なものであっても、特別月間の目標と現在
の日本での問題（外国では（国際奉仕上では）必要な目
標であっても）ではないもの又は問題視できないものも

大久保、ゲイビ、小林太時、小林正直、東
海林、杉山、住吉、中村靖、花島、細田、
升谷、山田
出席率

80.95％

会員

RID2790 地区・第 11 Ｇゲスト

柏西ＲＣ・我孫子ＲＣ会長幹事

これからの例会予定
月日
曜日 例会
10 月 11 日 金 通常
10 月 15 日 火 合同
10 月 18 日 金 休会
10 月 25 日 金 通常

卓話者・他内容
創立 45 周年部会長
第 11G 合同例会及び情報研修会
社会奉仕委員長

ゲスト
RID2790

諸岡靖彦様（ガバナー）
諸岡正徳様（会員増強・維持拡大）

司会・増谷信一会員

第 11 Ｇ

上村文明様（ガバナー補佐）
村越孝一様（ガバナー補佐幹事）

東京日本橋ＲＣ

次回の例会は

10 月 11 日 ( 金 ) 通常例会です。

クラブ会報委員／浅野肇・松本ユミ・中塚雅人・湯浅千晶

卓話・会報の原稿は kwrc.photo@gmail.com までお送り下さい。

橋本将様

欠席報告は、木曜日の午前中まで
※ LINE グループ「柏西ロータリークラブ」

※柏西ロータリークラブ事務局「04-7162-2323」
☆事前に欠席が分かる方は SAA にお知らせ下さい

