
 

            

   

Kashiwa Nishi Rotary club ARCHIVE(柏西ロータリークラブ アーカイブ) 

柏西 RC の歴史的重要な資料を収集、保存したものをデジタル化し、インターネット上で公開する新しい取り組みです 

 

柏西ロータリークラブ 会報 第２１３７号 １１月５日発行  四つのテスト 

第２１７０回                      １、真実かどうか？ 

２０２１年１０月８日 金曜日 １２：３０～１４：３０  ２、みんなに公平か？ 

ガバナー公式訪問                    ３、好意と友情を深めか？ 

                            ４，みんなのためになるか？ 

 

 

 

 

 

 



 

            

ガバナー公式訪問例会式次第 

日時 2021 年 10月 8日（金）   点鐘 12：30 

場所 ザ・クレストホテル柏 

 

■11：00～ ガバナーとの懇談会 

ガバナー補佐・補佐幹事/会長・幹事/次期会長・幹事出席 

■例会   SAA宇田川博司 

12：30 点鐘         

       国歌斉唱 

ロータリーソング斉唱 奉仕の理想 

ロータリーの目的朗読 

お客様の紹介  

国際ロータリー第 2790地区ガバナー 梶原等様 

〃    第 2790地区ガバナー補佐 佐々木るみ子様 

〃          ガバナー補佐幹事 長岡哲也様 

東京バリアフリーマインド RC 会長予定者 高田修様 

          地区大会会長（千葉 RC）並木鷹男様 

12：40  食事 

会長挨拶       

幹事報告       

      ニコニコ発表 

13：10  卓話                 ガバナー 梶原 等  

13：30  点鐘         

〈点鐘後ガバナーとの写真撮影〉 

 

■第 3回クラブ協議会    議長 住田みゆき幹事 

13：30 開会の言葉    

ガバナー挨拶 

ガバナー補佐挨拶             

【発 表】 

1. 戦略計画について 

管理運営兼戦略委員長 塚本英夫（会長エレクト） 

①計画の概要               

②計画の見直しの必要性      

③クラブの魅力や課題について    

 

 



 

            

会長報告 会長 水野 晋治 

 

本日は国際ロータリー第 2790地区ガバナー梶原等様、 

ガバナー補佐佐々木るみ子様、補佐幹事長岡哲也様、 

第 2750地区高田修様、千葉ロータリークラブ並木鷹男様、 

 

ようこそ柏西ロータリークラブへお越し下さいました。他地区を含めたお客

様をお迎えして本日このようにガバナー公式訪問を開催できますことを大

変光栄に思います。 

 

約 2 か月間に渡る休会から明けて 2 週目となり、まだ調子が上がってこな

い中ではありますが、本日は RI シェカールメータ会長の方針や様々なお話を聞けることを楽しみに

しておりました。梶原ガバナーには後ほどよろしくお願い致します。 

 

皆様昨晩の地震は皆様大丈夫でしたでしょうか？3.11の記憶が蘇ったという方も多いのではない

でしょうか？和歌山の水道管破裂による断水ではないですが、いつ何が起こるか分かりません。こ

の機会に備えをもう一度見直していただきたいと思います。 

 

先日皆様にご報告しました地区の奉仕プロジェクト推進セミナーにて基調講演をいただきました名

古屋名東 RC藤野直子様よりご報告があり、先日のセミナーを聞いたいくつかのクラブより反響が

あり、「衝撃を受けました。ぜひ支援をさせて下さい」との申し

入れがきたとのご報告を頂戴しました。大変すばらしいこと

です。 

 

また藤野さんは、それぞれの地域に子供食堂はいくつもある

はずです。どの子供食堂もコロナ禍の中大変厳しい運営を

迫られています。それぞれのクラブがぜひ地域の子供食堂

に目を向けていただき少しでも支援をしていって欲しいと回

答されたという事でした。本当にその通りだと思います。名古

屋の 2760地区には地区内の社会奉仕委員長を集めた委

員長会議を開催し、情報交換や、情報の共有化をしている

そうです。 

 

当クラブには地区社会奉仕委員長の吉田朋令委員長がいます。ぜひ当地区にもそのようなネットワ

ークができないか挑戦をして行っていただきたいと思います。 



 

            

幹事報告 幹事 住田 みゆき 

1. ロータリー財団への寄付に対し、認証品の贈呈 

水野晋治会長；ベネファクター 

櫛田仁一会員；マルチプル・ポール・ハリス・フェロー3回目 

寺田康雄会員；ポール・ハリス・フェロー 

      

2. 10月のロータリーレートは 1ドル＝112円 

 

3. 地区大会決議(案)送付の案内及び郵便投票のお願い 

 

 

 

 

 

 



 

            

 

 

卓話  国際ロータリー  

第２７９０地区 梶原 等ガバナー 

 

 

 

皆さま、こんにちは 

ご紹介いただきました、今年度、当地区のガバナ

ーを拝命しております、梶原等と申します。所属

クラブは千葉ロータリークラブでございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

本日のこのガバナー公式訪問、設定に当たりまし

て、佐々木るみ子ガバナー補佐そして、水野会長、

住田監事のほうにはいろいろと調整いただきまし

て、ありがとうございました。このように盛大に

開催していただけますことを、あらためて御礼を

申し上げます。 

 

 

 

まず、昨年度、グループ再編の件、そしてもう一つは

ガバナー補佐の選出の件で、いろいろと地区内の皆

さん、クラブの皆さん、お騒がせをしましたことを、

あらためてこの場をお借りしましておわびを申し上

げます。昨年度も、漆原ガバナーが、一生懸命、グル

ープの再編ということで、皆さんのほうには発信を

しまして、ご理解をいただいた多くのメンバーの方

もいらっしゃったんですが、まだちょっと周知をするには時間が足らなかったということで、

再編を少し延期をさせていただきました。その辺のことも含めまして、この卓話の中でお話

をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いを致します。 

 

 



 

            

昨年の 12 月に、DLP特集号というのを、ガバナー月信特

別号で配信をさせていただきました。そもそもなんで、

いまさら DLP なんだ。あるいはガバナー補佐の選出、グ

ループの再編、どういうことなんだっていうことですけ

ども、もう一度整理をしていきたいと思います。 

70年前に、この千葉県にもロータリークラブが誕生しま

して、70年がたちました。会員数のピークでございます。

1997 年に 4300 名を数えておりますが、今年の 7 月のスタート、2600 名台です。約 6 掛けの

数字、0.6 掛けの数字になっております。クラブ数ですが、最大では 85 クラブが存在しまし

た。現在、82 っていうことです。クラブの数はこのようにあまり変わってないんですね。そ

して地区の中には 2016 年から正式に、地区戦略計画委員会というのを発足をしております。

これはガバナー・エレクトノミニー、そして 19 年度から決まりましたデジグネイト。直近の

パスト・ガバナー、2 名、今年は漆原さんと諸岡さんに、ここの委員会に入っていただいて、

どんなことを話してるかと言うと、地区事務所、いわゆるガバナー事務所の設置の課題であ

るとか、今まではグループの再編、作業グループの再編、この辺の話をずーっとしておりま

す。ガバナー事務所の件に関しましては、ここ数年、千葉の椿森という所で、1カ所でずっと

活動させていただいておりますので、だいぶ効率化、そしてまたガバナーになられる方もい

い形での務めが聞けるようになってきたわけでございます。グループの再編については、ま

だまだ課題が残っているところでございます。こんなことを戦略計画委員会の中では話をし

てます。 

 

そして地区の課題でございます。なんと言っても、ク

ラブの強化、そして会員数の維持・拡大、これがやは

り一番大きな課題でございます。そのためには地区リ

ーダーシッププラン、DLP ですね。これは 2002 年に

導入が義務付けられておりまして、世界中の各地区で

これを採用しております。 

そして、クラブリーダーシップの CLPと、柏西ロータ

リークラブ、あそこは中村さんの年度から、このクラブ・リーダーシップ・プランっていうの

が推奨とされております。なかなか、この CLP を導入をして、きちんと運営をしていくクラ

ブが今、少ないために、昨年度も今年度も、ガバナーあるいはこの本部を通じて、クラブのほ

うに CLP 採用、そしてまた、クラブの戦略結果も持って、クラブを活性化してくださいって

いうことをお願いをしているところでございます。 

 



 

            

私たち、地区のほうで受け継いでいる課題ですけれども、

まず、グループの再編、どういうことなんだっていうこと

ですが、これはガバナー補佐の負担の平準化をしていき

ましょうということが、当初のスタートにございました。

茂原を中心とする第 7 グループ、こちらにはガバナー補

佐が担当するクラブが 9クラブ、ございます。今は一つ減

ってしまったので、8 クラブです。そして銚子、佐原、こちらの第 8、第 9 区分については、

担当するクラブ、4クラブずつです。この負担の平準化を何とかしなければいけないっていう

ことで、当時はグループの再編っていう話が持ち上がってきて、そして今はグループの再編

ってことで、昨年の話になったわけです。また、私のほうからもガバナー補佐の任命のことで

皆さんをお騒がせしましたが、いずれにしても周知不足だったということで、これは継続課

題となっております。 

 

本年度の地区の中には、グループ再編会議を立ち上

げております。具体的には 2023、24年度、2年後か

らこの再編の実施に向けた方向性で進めていると

ころでございます。今年はガバナー補佐の方を通じ

て、各グループの皆さんに会長幹事会等で、この辺

の話をしっかりお示しをしていきたいというふう

に考えております。どんなふうにやっていこうかと

いうことで、再編会議の中でも今、話し合っているところではございますけれども、やはり既

存のグループを分けるという、割ってしまうっていうことが、かなり今の段階で難しいなっ

ていうことが会議の中で話し合われております。 

 

そもそも、どうしてグループ再編なんだ。これはガバナ

ー補佐の負担の平準化、あるいはガバナー補佐の仕事の

やりやすさ、こういったことを考えていかなければいけ

ないということで、であればもっとガバナー補佐のかた

がたが横の連携をもって、そのエリアの人たちとガバナ

ー補佐同士でまとまりができるようなシステムを作れ

ないかということで、今は、この 2790 地区を四つぐら

いのブロックに分けて、それぞれ活動していく、そういうベースをつくっていこうというこ

とを考えております。例えば佐々木ガバナー補佐が、野田、流山の担当の平井ガバナー補佐

と、松戸担当の織田ガバナー補佐と、成田担当の堀口ガバナー補佐と 4 人で、仮にこの柏で

会合を持つとします。そこに私が伺います。このエリアの課題等について、具体的な話をして

る。 

ガバナー補佐会議っていうのは、2カ月に 1回ぐらいあって、予定者のときからずーっと会議

を開始します。14 名のガバナー補佐と私、ガバナー、そしてエレクトノミニーに研修リーダ



 

            

ー、地区の幹事団、そこにさらに地区の委員長さんがたちも加わる会議があります。少なくと

も 30人、多いときでは 50人ぐらいの会議で、その 50人の会議の中で、例えば佐々木ガバナ

ー補佐が柏西ロータリークラブさんの具体的な課題について、皆さんの前で話をしたり、お

願いをしたり、相談をしたりするっていう時間、なかなか取れないんですね、わずか 2 時間

ぐらいの会議の中でそれ、やるわけですから。であれば、もう少しこのエリアのガバナー補佐

の人たち同士が集まって、この地区の、このエリアの課題をガバナー補佐のかたがたが、もっ

と話し合う時間をつくれる、そういうシステムもいいんではないかということで考えており

ます。 

私なんか、ガバナーになるには、未熟だったときから含めて 3年、4年という研修期間を積ん

で、この仕事、今、させていただいておりますけど、ガバナー補佐の方は早くって 2年前、大

体急に決まって、あなた、ガバナー補佐やってくださいよっていうことで、何をやっていいん

だか分からない状態で、ガバナー補佐の方に指名をされる方がほとんどです。何をやってい

いんだか分からない。でも地区からは、いろんなことを要求をされる。それを自分の中でそし

ゃくして、皆さんにお伝えしていかなきゃいけない。相談できる相手がつくればいるんでし

ょうけど、実際にはいないわけです。そういうものを少しでも払拭して、ガバナー補佐の方が

もっとクラブのサポートしやすい、そんな形をまずはつくっていってみようということで、

グループ再編改革の中では、四つぐらいのブロック分けということを考えてます。 

 

もう一つは、ガバナー補佐の選出の課題についても、もう

少し自由に柔軟にできるようなことを考えているところ

です。もう一度、この DLP、地区リーダーシッププランと

いうのを確認をしていきましょう。太字で書いてありま

す、このガバナー補佐です。この方の役割が一番重要だと

いうふうに、私は思っております。ガバナー補佐は DLPに

よれば、他のエレクトは、私が佐々木さんを任命をします。そして佐々木さんに、柏市内のク

ラブ、我孫子のクラブ、この 5 クラブを担当してくださいよ、ということを決めて、それが

第 11 グループになってくるわけです。最初から 11 グループに五つのクラブがあって、そこ

に佐々木さんがカウンシルとして就任をするのではなく、私がガバナー補佐として、2790 地

区のガバナー補佐の 1 人として佐々木さん、お願いをします。そして佐々木さんが担当をす

るクラブを決めます。そのクラブが、柏市内の 4 クラブと我孫子クラブの合計 5 クラブ。そ

れが第 11グループなんです。 

 

一応、こういうルールの下に、ガバナー補佐っていうの

は役割が決まってくるわけです。そして、やっていただ

く仕事ですけれども、具体的にはクラブのサポート。会

員状況であったり、あるいはいろんな奉仕プロジェクト

のサポートであったり、戦略計画を持っていないクラブ

に対しては、戦略計画、立ててくださいというところか



 

            

ら入っていきますし、また、戦略計画をきちっと立てられていくようなクラブであれば、具体

的なそこのサポートに入っていく。そんなことをやっていただくのが、ガバナー補佐の役割

でございます。 

 

そして今年度はもう一つ、ガバナー補佐のかたがたに以

下のことをお願いしております。一つはロータリー地区

情報研究会として、ロータリーの基本、サービス、基本

は職業奉仕っていうふうに呼びます。新しい会員の方に、

ロータリーの職業奉仕サービスを、これをしっかりと理

解をしてもらえるような研修をやってください。そして、

年度の後半には、IM インターシティーミーティングの中で、地区会員基盤向上セミナーとし

て、先ほど水野会長がおっしゃってましたけれども、インパクトのある、いろんな奉仕プロジ

ェクトの事例であるとか、あるいは会員増強の成功事例となるとか、こんなものを学ぶ機会

をつくってくださいと。状況が許せば多くの会員の方、集まっていただいて、従来のような懇

親会も当然やっていただいて結構だと思います。 

 

そしてできたら二つ以上のグループで、広域的な集まり

を持って、そういった集まりを開催をしてくださいって

いうお願いをしています。もう一つは環境保全プロジェ

クト、ポリオ根絶、そしてコロナ終息祈願プロジェクト、

ロータリーを広くオープンに PRをしていこうというプ

ロジェクトをお願いしております。 

 

この環境保全プロジェクト、海岸清掃ということで。

これはこの間、2820地区・茨城県、新井和雄さんと

いうガバナーが中心となりまして、全国全世界に情

報を発信をしましたところ、日本は 34地区全て、そ

して海外で 100 以上の地区がこのプロジェクトに参

加をすることになりました。この写真の一番右下に

写ってるのが、シェカール・メータ会長です。9月の

12 日にグローバルセレモニーを大洗ホテルのほうで開催をしました。このときにインターネ

ットに入っていただきまして、5分ぐらい応援のメッセージをいただきました。 

 



 

            

また、その上の写真ですが、右側に写ってるのは、RIの理事の辰野克彦さん。RI理事もしっ

かり、われわれのところに駆け付けて、応援をいただきました。インターネットで、日本中じ

ゃなくて世界からいろいろ集まっていただいて、

このセレモニーをやり、実際には 9月 12日からス

タートして、今月、あるいは来月も各地で、全世界

の各地でこのプロジェクトを今、やってるところ

でございます。左上は君津ロータリークラブ、緑の

ジャケット、着てるのは袖ヶ浦、あと他は、日本の

各地区の写真でございます。このようにやってい

ただいております。 

 

そして、もう一つは 10 月の 24 日、世界ポリオデー

ですね。成田山の新勝寺、ここで護摩祈願をやろうと

いう企画をしております。ポリオの根絶、そしてコロ

ナウイルスの終息祈願ということで、二つ併せた護

摩祈願。この写真は成田の新勝寺の総門の前の所で

すけれども、その前の広場で地元、成田高校のブラス

バンド、ダンスチーム、あるいは大太鼓、こういった

人たちを大勢呼んで、大々的なイベントをやって、ロータリーの活動とエンドポリオをしっ

かりと皆さんに PRをしていこうっていうことを考えておりました。しかし、ちょっとコロナ

の感染者が急拡大したということで、その音楽イベントだとかは中止をしましたが、護摩祈

願は開催をしまして、成田の駅からこの新勝寺の参道に総門の所までの、ずっと歩くと 15分、

20 分ぐらいの参道を、約 80 名ぐらいのロータリアン、そして周辺の小学生なんかも含めて、

ロータリーの活動のエンドポリオのチラシの入ったノベルティーグッズを約 1000個、用意し

ましたので、これを皆さんにお配りをして、ロータリーの活動、PR をしていこうということ

を考えております。これはゾーンで開催をされました、公共イメージセミナーの中でも、しっ

かり取り上げていただきまして、注目を今、浴びているところでございます。そんなことを

今、考えております。 

 

それから先週、多分、皆さんのところに配布をされ

たと思いますけれども、『ロータリーの友』の 10月

号の横書き 45 ページの所に、このトレインジャッ

クのプロジェクトが載っておりますので、お帰りに

なったら、また見てください。この常磐線沿線も女

性専用車両に、実際にはこれとちょっと違うんです

けど、こんなメッセージが入った車両が 1車両、走

るようになります。1 車両というか、走るようになります。10 月 18 日からほとんど 2 週間、

ロータリーの活動をしっかり皆さんにお示しをさせていただくということで、われわれ、こ



 

            

の 2790地区も、また埼玉の地区も、神奈川の地区も、この事業に賛同して、協力をしていく

ということでございます。あとは有楽町の駅のほうにも、これに関するポスターが、この 1週

間、張られるそうです。なんか私の写真もそこに載っているそうなんで、もし機会があったら

見ていただきたいなというふうに思っております。 

 

そんなプロジェクトを考えているんですけど、今年度の

地区のスローガンとして、“Love Other Spirit”という

スローガンを立てさせていただきました。このスローガ

ンは愛他精神、愛他主義。利他の心というふうに、日本

語訳で読んでいただきたいなと思っております。なぜ、

こういうスローガンにしたかといいますと、昨年度、グ

ループの再編のこと、あるいはガバナー補佐選出のことで、地区の中がいろいろとちょっと

混沌とした空気が流れました。またいろんな文書が飛び交ったりして、関係者のかたがたは

特に混乱をされたかと思います。私たち、地区のほうとしても、もう少しクラブの皆さんに対

して愛情を持って接するという、ロータリーのすなわち、基本を忘れなければ、そういうこと

にもならなかったのかなということも反省をし、今年はクラブの皆さんに対して、全ての活

動の中で愛情を持って接していこうということを念頭に置きまして、この“Love Other Spirit”

っていうスローガンを立てさせていただきました。 

そしてサブタイトルの、『繋ごう次世代へ 夢ある未来に向けて』ですけれども、私たちのロ

ータリーの活動も、今の若いロータリアンに、そしたまた将来のロータリアンに、その活動を

しっかりと引き継いでいかなければいけません。それを受け継ぐロータリアン、若いロータ

リアン、未来のロータリアンは、その生涯に夢を見なければ、われわれのロータリーの活動を

しょっていってくれることはしないでしょう。ならば、われわれ現役世代が、しっかり将来

に、未来にビジョンを見せていかなければいけません。そういったことで、『繋ごう次世代へ 

夢ある未来に向けて』というサブタイトルを付けさせていただきました。 

 

しかし、ロータリーの原点を、これを振り返りますと、

ロータリーの基本は、職業奉仕、いわゆるサービス精神

です。しかし、今は take action の時代に入っているよ

うです。ベテランのメンバーは、若いメンバーにしっか

りとロータリーのサービス、職業奉仕、この基本をお伝

えいただきたいと思いますし、 



 

            

 

また、若いメンバーはベテランのメンバーに対して、

take action をしっかりと理解をしてもらってくださ

い。そして、お互いにこれを理解することで、ロータリ

ーを輝かせ、次の世代につなげることにつながってくる

かと思います。 

 

私たちガバナーが、ガバナーに就任する直前の研修会、

国際協議会というのがあります。アメリカのサンディエ

ゴで、1週間から 10日間、研修を受けてきます。私の年

度からは、フロリダ州のオーランドで開催する予定でし

たが、コロナのためにバーチャル会議となりました。国

際協議会の会場の入り口には、大きな懸垂幕で、“Enter 

to learn, go forth to serve"、『入りて学び、出でて

奉仕せよ』と。ベテランのロータリアンの方はよく知っている、ご存じの標語かと思います。

これが最近は、“Join leaders,exchange ideas,take action”、みんなたちが集まりアイデ

アを出し合って、社会のために行動しましょうという、このようなスローガンに代わってお

ります。私の研修年度が 14 年と 15 年度に、ガバナー補佐の宇佐見さん。宇佐見さんもこの

変化には大きく驚いておりました。私はこのように受け取っております。『入りて学び、出で

て奉仕せよ』の基本は、われわれは十分習得した中で、さらにアクションを起こしていかなけ

ればいけないんだ。また、いろんなアイデアも交換をしてかなきゃいけない。そういう時代に

入ってきてるんだなということを、RI のほうはわれわれリーダーに、メッセージとして伝え

ているのかなというふうに解釈をしております。 

 

2018 年、ロータリーはビジョン声明を発表しました。

ここに書いてあるとおりでございます。自分自身の中

で、持続可能な良い変化を生むための、人びとが手を

取り合って行動する世界を目指しますという。 

 

 

 

そして、今回の戦略的優先事項の中には、インパクトと

いう言葉、そしてまた、会員の基盤、参加者の積極的関

わり、適応力、こういったことが書かれております。い

ずれにしても大きな意識改革が必要です。 

もう一つ、私もびっくりした話を少しさせてください。

国際ロータリーの組織の運営の在り方を見直す時期に

来たようです。 



 

            

 

昨年の月信の中でも少し、漆原ガバナーが例文、触れて

おりました。100 年続いてきた、この地区の制度を刷新

をするということです。Shaping Rotary’s Future、SRF、

ロータリー、未来形成委員会というのが、2018年の 7月

に RIの中に発足をされたそうです。われわれにこれをメ

ッセージとして知らされたのは、昨年の 12月。そして 10

年後の 2030年からは、この改定案を実施するということで、今は通達を受けております。具

体的には来年の 4 月の規定審議会で、この辺の細かいことが決まってくるのかなというふう

に想定をしております。細かいことがまた決まりましたら、皆さんにお伝えをしていきます

が。 

今までは、世界中が 530 の地区に分かれておりますけ

ども、日本は 34の地区に分かれていますが、今度は言

語圏だとか文化圏で分割をして、リージョンというグ

ループ分けにしていくんだそうです。約 40のリージョ

ンができるんだそうです。そして、一つのリージョン

には、さらにその下のセクションというグループがで

きて、30から 40のセクションがそこにぶら下がるそうです。世界には今、530の地区があり

ますが、それが 1500 のセクション、そしてまた日本には 34 の地区、ありますけれども、こ

れが 102 のセクションに代わります。2790 地区もどういうふうに変わってくるか分かりませ

ん。 

いずれにしてもセクションにはセクションリーダーという、今のガバナーのような役割の方

だと思いますけれども、こういった方が任期を今度は 2 年で、なおかつ選挙で選出をされ、

また、リージョンにはリージョンカウンシルという、RI 理事に相当するような方ですかね。

こういう方が任期が 3 年、選挙で選ばれるそうです。いずれにしても大きな変化がなされる

ということだそうです。 

 

時代は既に変革期を過ぎ、新しい時代に突入をしており

ます。ロータリーも新しい変化に対応していかなければ

いけません。時代の先を進む、次の世代に夢を伝えてい

くのは変革者である私たちです。 

 

 

 



 

            

ロータリーの本質、もう一度確認をしましょう。サービ

ス、フェローシップ、そして私たちが向かう先は輝く未

来でなければいけません。しかし、本質は決して忘れず

に、形の変化には柔軟に、胸を張ってロータリアンとし

て行動していきましょう。地域に頼られるロータリー

でありましょう。DEI、これはこの先、ロータリーの中

で、DEIって言葉がいろいろ出てきます。多様性、公平さ、解放性、さすがロータリアンって

言われるために、高潔心を持って活動していただきたいと思います。 

 

いずれにしても基本となる、かつ、ロータリークラブが

RI、また地区の対応、変化に柔軟に対応していくという

こと、そしてクラブ自身が自立をしていくということ

が何より大事だと思います。このクラブの構成に対し

て、われわれロータリアンは、ロータリーの基本理念で

あるサービス、これをしっかりと理解をして実践をし

ていくことが何より大事でしょう。 

 

そのためには私たちも職業奉仕、サービス、これを今度、

ロータリアンがしっかり語り合って伝えていくことが大

事だと思います。思う人は、自分が住むここの空間に対し

て支払う賃料であるとか、他人のために世話や奉仕をする

こと、誰かを助けるとき、その人に恩を施してると考えな

いでください。その人たちが、あなたに施してるというこ

とです。人生に与えるもの、仕えるものになってくださいと。 

価値を与えるときに謙虚になり、仕えさせてくださいという、お願いする気持ちになってく

ださい。誰かのために生きてこそ、人生には価値があるとおっしゃっております。 

 

そしてわれわれに大きくプロジェクトで言われてるの

が、会員増強。そしてもう一つは、女子のエンパワーメ

ントということも言われております。世界の中には女子

ということで、差別や苦役を強いられてる女子がたくさ

んいます。女子の健康、教育、経済的発展のスピードを、

われわれロータリアンが与えていきましょう。また女性

のロータリアンの活躍は、きっと国際社会を変えていくはずです。日本のロータリーはもっ

と女性のメンバーに活躍の機会を与えていきましょう。 

そしてロータリーの奉仕で、新しく加わった環境、七つの重点分野で奉仕活動をしてくださ

いということです。 

 



 

            

もう一度、シェカール・メータ会長の言葉を確認をします。

船は港に行けば安全ですけれども、変革者であるわれわれ

は、冒険であり、メンテナンスでもあり、私たちは奉仕を

し、みんなの人生を豊かにするためのパワーと魔法を持っ

ていますということで、 

 

 

take action の時代に入っております。皆さんでチャレ

ンジをしていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

出席報告 

会員数５８名   欠席者１０名   出席率８２．７％ 

 

 

 

 

 

 

 



 

            

第３回 ２０２１－２２年度 クラブ協議会 

 

１．戦略計画について 

  管理運営兼戦略委員長 塚本英夫 代理 助川昌弘会員 

 

① 計画の概要 

  昨年度発表された戦略計画ですが、主な概要は以下の通りです。 

 

■今後 1年（または来年度中）の具体的な目標 

 １．グローバル補助金事業の足掛かりの確立 

 ２．地区表彰の受賞 

 ３．来年度末までにバナー50枚の取得（50 周年までに 100枚） 

   （来訪者 25枚、MU25枚） 

 ４．大規模なポリオ根絶イベントの実施 

 ５．友好・協力団体、他クラブとの共同事業の実施 

 ６．地区の研修への参加を高める 

   10年未満の会員の RLI受講 10名 

   各種セミナーへ毎回 3名以上の参加 

   地区研修協議会への 20名以上の参加 

 ７．地区委員 3名以上の派遣 

■今後 3年の目標 

 ・会員数 70 名で 50周年を迎える 

 ・RI表彰（クラブもしくは個人）の受賞 

  クラブ（ロータリー賞、意義ある奉仕賞） 

 ・グローバル補助金の実施 

 

②計画の見直しの必要性 

・コロナの影響により会員が若干減少しているが、今後もしばらく影響が続く事を考慮し、

目標の見直しの必要性を今期上期で議論していきたい。 

・グローバル補助金については、予定より早まり順調に進み現在 TRF の最終審査の段階と

聞いています。 

・年内には結果が分かると思われます。実施が決まった暁には新たな目標を設定していき

たいと思います。 

  ・地区各種セミナーへの参加人数目標に関しては、コロナ禍の影響により先が見通せない

状況のため、今年度は人数目標を一旦白紙にする必要があると思われます。 



 

            

 

③クラブの魅力や課題について 

  ・クラブの魅力は一言で言いあらわす事は非常に難しいですが、奉仕に対し非常に積極的

なクラブだと思っています。引き続き新たなプロジェクトに取り組み、そのプロジェク

トによってより活発なクラブになるよう議論や行動を重ねて行きたいと思います。 

・課題については、一部プロジェクトのマンネリ化や、長期欠席会員など様々ありますが、

先ずは、ロータリーの基本である例会を確実に開催し、より充実させていくことと、新入

会員に向けた研修を充実させていくことを当面の課題としたいと思います。 

 

２．クラブのプロジェクトについて 

奉仕プロジェクト委員長 ゲイビ・アデル（会長ノミニー） 

・今年度奉仕プロジェクトは何といってもグローバル補助金へ

の挑戦です。まだ取り組むべき課題があるようですが、確実に

進めるよう関係者と連携中です。詳しい点については、国際奉

仕委員長より発表をしてもらいます。 

   

また、初めてのプロジェクトとしてサケの放流プロジェクト

を検討し始めました。こちらのプロジェクトは浅野会員に発表

してもらいます。 

 

 ①GG プロジェクトについて 

詳細発表 国際奉仕委員長代理 水野晋治会長 

プロジェクト概要を発表します。 

タイ、ウタラディット県の区立病院へ大腸内視鏡検査機の提供す

るというプロジェクトです。 

 

重点分野は「疾病予防と治療」となります。予算は検査機が 59,375

ドル、付属のモニターが 4,688ドル、プロジェクト管理費として

1,037ドル、合計 65,100ドルの総予算です。 

 

2790 地区の DDF を 15,000 ドル申請し、WF の上乗せが 0.8 の

12,000 ドル、3360 地区より DDF6,000 ドルに WF の上乗せ 4,800

ドル、柏西 RCのクラブより現金 27,300 ドルという費用負担をしていきます。 

    



 

            

現在地区の審査を終え、関係者すべての承認を得て、TRFの最終審査中となっています。 

   目標では 12 月頃までに TRF の認可を得て、資金を送金、2 月頃現地へ出向き贈呈式を

行いたいと考えております。 

    

最終報告は来年度まで続きます。年度が変わってもしっかり引継ぎクラブとして責任を

持って最後まで取り組みたいと思います。 

      

  ②サケふ化・放流プロジェクト 

詳細発表 浅野肇会員 

   柏市内の小学校の元校長先生らの有志が長年手弁当

で市内小学校向けにサケの卵を購入し、市内小学校

に配布し、放流を行ってもらうというプロジェクト

を続けてきていました。 

    

高齢化や支援者の減少など存続の危機にあることを

当クラブの大沼会員より水野会長に報告、相談があ

り、早速元校長先生を中心としたプロジェクトの関係

者と話し合いをしたそうです。 

    

教育的観点から非常に重要な事業であること。現在

19校まで減ったとは言え、参加小学校も多い点。戦略計画の中にも触れている手賀沼を

中心とした環境問題にも関連性がある。 

   などの点から当クラブとして全面的にプロジェクトをバックアップし、共に協力し、

さらに広げて行けないか理事会に諮ったところ、満場一致で承認を得ました。 

    

今年度はすでに参加する学校が 19 校ではありますが、何とか放流までしっかり関り、

来年度へ繋げて行きたいと思います。 

   来年度は新市長次第ですが、ぜひ市内 42 校全てが参加してもらえるような大きなプロ

ヘクトに育てて行きたいと思います。 

    

また、来年度塚本エレクトからも地区補助金を使い、プロジェクトをより効果的な大き

なものにしたいと聞いています。 

   現在情報がまだ少ないですが、今後関係者と協議をし、皆様にも情報を共有させてい

ただきたいと思います。 

    



 

            

例会動画リンク 

第２１７０回 ガバナー公式訪問 

https://youtu.be/7irGSvJs3RA 

 

 

第３回 ２０２１－２２年度 クラブ協議会 

 

https://youtu.be/LsnSKCntbsA 
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