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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２１６９号 

第２２０２回 通常例会 ガバナー公式訪問 

２０２２年８月５日  金曜日   

１２：３０～１３：３０   
 

会長報告 会長 塚本 英夫 
 

いよいよ withコロナの時代になってきたんでしょうか。ウイ

ルスがどんどん変化してきてるみたいでよくわかりませが、

欧米は感染者が減ってきてるようなので日本も同じような傾

向になるんでしょう。 

 

現実には周りに感染者が結構いて日常生活の一部のような感

じになってきました。あとはペニンリンやインフルエンザの

特効薬タミフルみたいな薬が処方されるようになれば感染し

ても速く完治すると思います。 

 

疫病は昔からあったようですが、今のような情報もないし薬

もない時代は祈祷するしかなかったんでしょうね。他にもい

ろいろありますが今の時代に生まれてよかったかなと思います。 

 

本日はガバナー公式訪問と言うことで、小倉ガバナー、猫田ガバナー補佐そして小林補

佐幹事ご苦労様でございます。後ほどのガバナーの卓話は２５分程度とお聞きしていま

すが、例会後のクラブ協議会の総評も頂こうと思っていますのでよろしくお願いします 

 

実は先週、中村パストガバナーからガバナー訪問の際にクラブの雰囲気や方向性を伝え

たいなら何かテーマを決めてホーラム形式で行なった方がいいんじゃないか？と言うア

ドバイスを頂きました。 

 

そこで、私もそのように思いましたので、本日のクラブ協議会は各委員長の方針発表を

短めにして頂いて、疑似応答時間を長めにすることにいたしました。活発なクラブ協議

会になるように進行は幹事にお任せしますので、思い通りにお願いします。 
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幹事報告 幹事 寺田 康雄 
 

１， 7月のロータリーレートは＄1＝133円 

 

２，2022-23年地区補助金プロジェクト 

  柏西 RC「サケたまプロジェクト」補助金申請承認 

 

３，研修系３委員会合同セミナー参加対象者 

  水野 晋治会員  

水留 茂之会員 

  日時：10/1（土）14：00～16：00 

  会場：TKPガーデンシティー千葉 

 

４，RLIリーダーシップ研修会 

  臨時ディスカッションリーダー養成コース参加対象者 

  日暮  肇会員 金子  正会員 

  安田 勝利会員 齋藤 敏文会員 

  森市 直樹会員 岡島 昭信会員 

  浅野  肇会員 助川 昌弘会員 

  日時：8/27（土）13：00～18：00 

  ZOOM開催 

   

５，ブラッシュアップ研修会 

  日時：9/3（土）13：10～18：00 

  場所：千葉市民会館 

 

６，10/9（日）地区大会「千葉から世界を変えるフェスタ」 

  出店協力依頼 

 

７，柏 RC ８月例会 ZOOM 開催 

 

 

お客様紹介 

 

RID2790 2022-23年度 ガバナー     松戸 RC 小倉 純夫様 

RID2790 第 11グループ ガバナー補佐   柏南 RC 猫田 岳治様 

RID2790 第 11グループ ガバナー補佐幹事 柏南 RC 小林 亘様 

RID2790               地区幹事     松戸 RC 小柳 俊介様 

RID2790                地区幹事     松戸 RC 村上 恵理也様 
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ニコニコ発表  
 

ニコニコ（^^♪    ： 塚本英夫会長（小倉ガバナー、柏西にようこそ！） 

 

            松本 ユミ会員（１ヶ月近く日本に来日していた娘家族が 

8/2 無事に帰国しました） 

 

 

卓話 RID2790 2022-23年度 ガバナー 松戸 RC 小倉 純夫様 

 
1 本年度 RIテーマと地区活動方針について  

 

・2022 年度 RI 会長ジェニファー・ジョーンズ

氏(RI 初の女性会長）は，本年度テーマを 

IMAGINE ROTARY（イマジン ロータリー）とし

て、「より良い未来をイマジン（想像）し、世

界により良い変化を！」と呼びかけた。これを

受けて次年度地区スローガンとして次のとおり

決定。「ロータリーの仲間との信頼を繋ぎ、千

葉から世界を変えてゆこう！」  

 

・従来考えていた地区スローガン「ロータリー

を楽しみながら，地域で，そして世界で良いことをしよう！」は，第 2 スローガンとす

る。 ロータリーの基本は親睦(fellowship)と奉仕(service) 

 

 2 ガバナーの任務・役割について  

 

・クラブの活性化，元気なクラブ作りの支援に尽きる→その為の DLP, CLP の活用→クラ

プ，会員が 主役→クラブの課題とその分祈→解決策の検討（ビジョンと行動計画）  

 

・グループ再編問題，ガバナー補佐任命間題を通じて考えたこと地区とクラブとのコミ

ュニケーションの在り方，信頼関係の再構築 職業奉仕の大切さ（四つのテスト），クラ

ブの例会における親睦活動の大切さの再確認例会は心のオアシス（佐藤千寿氏）  

 

・コロナ禍の中でのロータリー活動（パンデミックの教訓）2 年半に及ぶ新型コロナウ

イルスの感染拡大→収束の見通し立たず（第 7 波の到来）→クラブ例会・行事等の中止

（又はオンライン化）→親睦奉仕活動の停滞，会員の減少 →最近の感染者激増→コロナ

との共生（会員の支援例会・親睦活動の在り方の再検討）  
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3 ロータリーの歴史を振り返る  

 

・1905 年→親睦と相互扶助から出発（一業種ー会員制）→社会奉仕の考え→四（五）大

奉仕ヘ  

 

・ロータリーとは、 職業倫理を重んずる実業人，専門職業人の集り（ロータリーの友 6

頁）  

 

・ロータリーの目的，理念→「意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し，これを

育むこと」「奉仕 の理念」とは→他人を思いやり，他人の為になることをしようとする

考え方 セントルイス大会決議 23-34 ロータリーの奉仕の基本理念の確立  

 

・ロータリーの魅力とは、一つの人生哲学「入りて学び出でて奉仕せよ」(Enter to 

Learn, Go forth to Serve) 例会（親睦）→出会い，交流（坊磋琢磨）→人間としての

成長＝信用→安定した経営奉の実践 

 

・日本のロータリーは周回遅れか？（ガラパゴス化） Vocational Service（職業奉仕）

に対する考え方の違い⇔「奉仕の理念」  

 

4 ロータリーの変化とその対応  

 

・2001年：一業種ー会員制の撤廃 2013年：

職業のない人の入会資格を認める  

 

・ロータリーのライオンズ化（団体寄付中

心）I serveから）We serve へ  

 

・2016 年の規定審議会一柔軟性の採用 ｛例

会と出席｝｛会員身分｝ 標準ロータリーク

ラブ定款の条項に従わない規定又は要件 をクラブ細則に含めることができる  

 

・2019年規定審議会 更なる柔軟性の確認 メークアップ期間を同じ年度内に拡大，職業

分類の制限撤廃，ローターアクトクラブに RI 加盟を認める  

 

・何故ロータリーは柔軟性を採用したのか？→RI の危機感（会員の嵩齢化，減少）→北

米，日本等 での会員の減少とインド，ヨーロッパ，韓国での会員増加（別紙）→悪循環

か？ RIと TRFの一体化→ {•いずれライオンズクラブとの合併か？ 

 

・地域に応じた自治権，裁量権を認める方阿？ 

 

 5 これからのロータリーについて  

 

・ロータリーの目的，四つのテスト，中核的価値観（親睦，奉仕，高潔性，多様性，リ

ーダーシップ） は不変  
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・ロータリーのビジョン声明，行動計画，DEI（多様性，公平性，包摂［生）の提唱  

 

・未来の形成委員会(SRF)→地区制度の見直し

→内容は不明確（北米の会員の急減が 実施の

理由 か） 2 つのパイッロット地区で実施

（2022年 4月規定審議会決議） 

 

 6 アフターコロナの新しいロータリーはどう

あるべきか  

 

→例会及び奉仕活動の在り方クラブの多様化

→衛星クラブ，女性だけのクラブ，若者や老人だけのクラブ等 元気なクラブ作りの支援

のための方策 

 

→元気なクラブとは？→CLP の活用 

1、クラブの中長期目標とその実現のための行動計画の策定（毎年の見直しとチェック） 

2、会員同士の交流を深める（クラブ内のオープンなコミュニケーション・DEI の浸透

を図る） 

3、会員の積極的参加を促す（例会，奉仕活動）財団の補助金を利用して会員全員で奉

仕 プロジェク トを策定し，奉仕の意識を養い，それを実行する→参加したくな例

会と奉仕活動  

4、会員の増強（退会防止）若い人達の入会が無ければロータリーは消滅する  

5、クラブの若手リーダーの育成→クラブのロータリー研修の実施  

6 、ITの推進（コロナ禍での例会の在り方を再考する） 
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出席報告 

会員数５６名   欠席者１８名   出席率６７．８５％ 
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第３回 クラブ協議会 

 

クラブ管理運営兼戦略計画委員会 ゲイビ・アデル委員長 
 

クラブ管理運営委員長としては、小倉ガバナーの第

２スローガン‘ロータリーを楽しみながら地域でそ

して世界で良いことをしよう’にあるように会員向

けの研修、親睦行事の充実。会員の家族や友人との

親睦を大事にしていきたいと思っております。 

 

戦略計画委員会としては、委員会を年２回以上は開

催し、今まで立てた目標の推進ならびに見直しを進

めます。 

 

まずは私自身がクラブの戦略計画を勉強していきま

す。そして５０周年を多くの会員とご家族の方とお

祝いできるようにしたいです。 

 

プログラム委員会の委員長は金本会員、副委員長は宇田川会員です。 

例会は会員がローターリーを体験する主な場です。相違工夫を凝らし、会員が出席した

いと思うような例会プログラムを企画しております。 

 

中でも公開例会の開催を年２回開催し。ロータリーの意義ある活動を多くの人に知って

もらい会員拡大に繋げたいと、早速８月１９日に公開例会を開催します。 

 

親睦活動委員会の委員長は嶋田英明会員、副委員長は森市会員（行事担当）安田会員

（宴会担当）花島会員（ゴルフ担当）の３名です。 

コロナが収束しない中での親睦活動ですが、１年間という限られた中で全体行事を確実

にこなし、親睦委員行事を２ヶ月に１度企画して実行していきたいと思います。なるべ

く沢山の会員と家族が参加出来る機会を増やします嶋田委員長の畑での収穫など入った

行事予定、詳しい内容はクラブ活動計画書記載の通りです。 

 

出席委員会は委員長日暮肇会員副委員長は浅野肇会員です。 

ロータリークラブお基本は例会への出席で始まります。例会活動が円滑に遂行されるよ

う、出席率の向上を図るため努力します。具体的にはクラブ活動計画書の通りです。 

 

研修委員会は委員長水野晋治会員、副委員長は櫛田会員です。 

入会年度の浅い会員向けや全会員を対象とした研修会開催、その他さまざまな機会を活

用しロータリーの魅力を再認識してもらえるよう努力します。具体的な内容はクラブ活

動計画書記載の通りです。 

 

以上がクラブ管理運営兼戦略委員会の今年度の活動計画です。 
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奉仕プロジェクト委員会 助川 昌弘委員長 

 
本年度、奉仕プロジェクト委員長助川です。奉仕プ

ロジェクト委員会は、地元、他国の地域社会におい

てニーズに応える教育的・人道的及び職業関係のプ

ロジェクトを立案し実施する目的の下、4 つの小委

員会、職業奉仕委員会・社会奉仕委員会・青少年奉

仕委員会・国際奉仕委員会で構成されます。昨年度

は、コロナ禍の状況により活動が制限されましたが、

今年度は、状況を踏まえながら活動を再開したいと

考えます。 

 

職業奉仕は、事業及び専門職務の道徳的水準を高め、

あらゆる有用な業務は尊重されるべきであるという

認識を深め、そしてロータリアン各自が業務を通じ

て社会に奉仕するためにその業務を品位あらしめること等を奨励育成する活動を行う。

その為に会員企業が良き企業として、地域社会に継続して貢献する企業となる。その行

動指針として 4 つのテストが重要と考えます。その基本的考えの下、クラブの活動を通

じてメンバーが職業奉仕の意義を深く知ることを目指します。活動としては、会員同士

が他の職業について学べる機会、協力関係を築ける場をつくる為、有効な職場見学を実

施する。地域社会の奉仕活動から職業スキルを活かせる事業の計画と実施を考えます。

今期予算は 25万円です。 

 

社会奉仕は、地元地域が必要としている社会奉仕事業を単独、他クラブもしくは他団体

と連携して事業を行う。地域に根差す奉仕活動の実践により、少なからず社会に変化を

もたらし、それが地域を良くする一歩になる。これまでの事業を継承しつつ意義あるロ

ータリーの社会奉仕を目指します。現代の問題の一つとして、子供達を取り巻く環境は

変化しています。隠れた貧困、学力格差からくる問題等も一つの社会問題となっていま

す。社会福祉協議会、また地域のボランティアの方々と情報を共有し、日本の未来を担

う子供達を支える奉仕活動は大切と考えます。また継続してきました、老人ホームへの

慰問、幼稚園への訪問等の支援活動も動いていきます。今期予算は 20 万円です。 

 

青少年奉仕は、次代を担う新世代の多様なニーズを認識し、よりよき未来をもたらすた

めに基本的ニーズを支援していく。クラブには、新世代の基本的ニーズ（健康・人間の

価値・教育・自己開発）を支援するプロジェクトを立ち上げるよう奨励されています。 

 

青少年の支援をするプロジェクトの企画・運営を図ると共に、青少年育成プログラムを

実施するための理解と協力、コロナ禍で止まってしまったインターアクト・ロータリー

アクト・青少年交換への候補生の発掘と研修、地区 RYLA への参加を推進します。また、

昨年度始めた、市内小学生を対象にした「サケたまプロジェクト」の継続事業化と、今

後に向けた調査・研究も大きな事業として取り組みます。今期予算は、29万円です。 

 

国際奉仕は、国際親睦と国際親善の重要性を認識し、友好クラブ及び海外諸国のロータ

リークラブとの職業的又はレクリエーション活動等の文化交流などを通じ友好と親睦を
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深め相互理解を深める活動を行う。今年度、国際奉仕委員会は、他国の人々を助けるこ

とを目的としたクラブの活動に協力することで、他国の民族その文化、風習、問題に対

する認識を培い、国際理解、親善、平和を推進する会員が行う活動をつくります。姉妹

クラブ締結 42周年である 台中港東南 RC（風扶輪社）の訪問、一昨年より進めてきた、

グローバル補助金事業、タイ国 医療検査機器の支援、その後、改善状況の分析と報告

を実施します。また、長引くウクライナ問題の支援活動も視野に行っていきます。今期

予算は 50 万円です以上、奉仕プロジェクト委員会、今年度の活動計画の説明を終わりま

す。今年度も会員皆様のご支援とご協力を得ながら意義ある活動を行います。 

 

会員増強委員会 湯浅 千晶委員長 

 
今月は、会員増強推進月間です。小倉ガバナーの

お言葉を借りてお伝えすれば、ロータリーの目的

が、ロータリー精神（毎週歌ってますよね）を体

得した人を１人でも多く作り、住みよい社会を築

く事だとすると、会員増強はロータリアンの永遠

の課題です。 

 

元気なクラブ、活性化したクラブ、地元で元気に

奉仕プロジェクトを実施しているクラブには、誰

もがその仲間に入りたいと思いますし、クラブの

会員も新たなメンバーを入会させ、さらなる活動

に邁進したいと思うでしょう。ロータリアン一人

ひとりが会員増強の必要性を充分感じ、仲間との

信頼関係を繋ぎ、元気なクラブ作りが出来れば自

ずと会員の増強が出来ると確信します。 

 

では、どうしたら新しい方が入会してくれるか。このまま若い人が入らなければクラブ

は自然消滅してしまいます。みんな１年に１歳づつ年齢が増えて行きます。私が所属し

ている税理士会も高齢化が進んでいます。私がいつまで経っても若手です。これでは困

ります。新しい方が入会しやすい魅力あるクラブを作るプログラム委員長の金本会員が

公開例会や３分間スピーチ等企画してくれています。 

 

また、会員になりますといろいろな役割を割り振られます。その会務が自分の本業を時

間的にも精神的にも圧迫するものであってはならないと思います。今まで通り仕事を続

けながらでも業務をこなせる様に簡素化するべきだと思います。 

 

もう一つ、本業が儲かって、余裕のある人しか参加出来ないのは寂しいです。ロータリ

ーの組織が大きくしっかりしていく程、コストがかかるようになります。もっとシンプ

ルにしてお金のかからない仕組みを考えてもいいかと思います。ただ、バリっとスーツ

を着て、クレストホテルでリッチな会食をしているからこそ魅力が有るのかもしれませ

んが・・・ 
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最後に、皆様の会社、事業を今以上に発展継続させて、後継ぎのお子様達に、ロータリ

ーの魅力を伝えて代々ロータリーに入会して下さい。そうしたら減らないし若返ると考

えます。有難うございました。 

 

公共イメージ委員会 竹澤 雅彦委員長 

 
前年度から毎号の会報の文末に例会映像の YouTube

の URLを掲載させて頂いておりますが、1年分を一

覧でご覧頂けた方が会員の皆さまの利便性向上が

見込めると考え、期末に初めて号外を発行させて

頂き、収録出来た全ての例会映像の URL一覧をご

案内させて頂きました。 

 

今年度では既に役員交代式と 2198 回例会分の会報

を発行してますが、従来同様のメールでの配信と

は別に、会員公式アカウントへも会報を配信させ

て頂いておりますので、PC環境でもスマートフォ

ンでもご覧頂けていると存じます。 

 もし、メールを失くしてしまったとしても、

LINEアプリでダウンロードしなかったとしても、

何も心配いりません。全てのバックナンバーは当クラブのホームページに掲載されてま

すので、何時でもダウンロードして頂く事が可能です。 

 

また、本年度から例会映像の編集作業を簡素化し、会報発行前であっても例会映像を

YouTube にアップロードし、会員公式アカウントで先行公開させて頂いており、先週 7

月 29日の例会で卓話頂いた親睦活動委員会嶋田英明委員長の映像は、翌日の 7月 30日

より公開させて頂きました。 

 

一方、外部卓話者の方にお越し頂いた例会では、YouTubeの URLを会員以外の方にもお

友だち登録頂いているクラブの LINE公式アカウントに公開させて頂いており、7月 22

日にお越し頂いた猫田岳治ガバナー補佐の卓話も当日に公開させて頂いておりますの

で、本日の小倉純夫ガバナーの卓話も早目にご覧頂けるように対応させて頂きます。 

 

このように、当委員会のやってる事は前年度とあまり変わりはありませんが、ワンクー

ル終わった事で私自身と委員会の経験値が向上し、本年度は会員の皆さまや外部の関係

者の皆さまに、より便利にご利用頂ける広報環境の提供が考えられるゆとりが生まれま

した。 

 

そうはいっても情報の受け手である会員の皆さまのご意見は大変貴重ですので、私ども

公共イメージ委員会が独りよがりの情報発信にならないよう、今後も忌憚のないご意見

をお寄せ下さいましたら幸いです。 

引続き宜しくお願いいたします。 
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ロータリー財団委員会 増谷 信一委員長 代読 浅野 肇会員 

 
ロータリーの目的は、「超我の奉仕」です、と同じ

くロータリー日本財団の定款には「ロータリーの奉

仕の理念に基づき、人々の健康状態を改善し、教育

への支援を高め、貧困を救済することを通じて、世

界理解・親善•平和を達成できるようにすることを目

的とする」とあります。 

 

本年度塚本会長は、ロータリー財団委員会に対して

財団への寄付・地区の目標達成に向けて随時に広報

活動のお願いを示唆して下さいました。この事を念

頭に置き、基金委員会飯合委員長・ポリオプラス委

員会川和委員長と共に、一年間活動をして参ります

ので、会員の皆様の暖かいご寄付を宜しくお願い致 

     します。 

 

ロータリー米山記念奨学会 鈴木 桂三委員長 

 
米山記念奨学会担当の鈴木です。カウンセラーには

前年度に引き続き松本ユミさんにお願いしておりま

す。 

 

さて米山奨学会への寄付には普通寄付金と特別寄付

金の二種類があります。普通寄付金は各クラブが独

自に決めた金額✕会員数になります。当倶楽部では

上期下期各二千円ですので年間では４千円となりま

す。この普通寄付は年間９００人にものぼる奨学金

事業という観点から奨学金の安定財源として当時の

文部省からの認可のためにもどうしても必要なもの

でした。 

 

又特別寄付金は任意寄付で当地区では米山奨学会への推奨寄付額は一人あた り年間

15,000 円ですので普通寄付金の 4,000円を差し引いて会員一人当たり年間 11,000円の

特別寄付金をお願いしております。 

 

ここで米山記念奨学会にも使命があります。その使命とは、将来日本と世界を結ぶ懸け

橋となって国際社会で活躍し、ロータリー運動の良き理解者となる人材を育成すること

です。 

 

これはロータリーの芽差す平和と国際理解の推進そのものですとあります。このように

米山奨学金事業は、海外からの優秀な学生を招きロータリーの目指す世界理解・世界親

善・世界平和の推進と共通するものであり、特に国家間の関係が余り良くない中国や韓
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国からの優柔な学生を招くことは将来の関係改善に向けて肘用に有意義な事業であると

思います。会員ひとり一人のみなさんには米山記念奨学会へのご理解を更に深めていた

だき、更なるご支援を宜しくお願いいたします。 

 

質疑応答 
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例会動画リンク 

 

第２２０２回 通常例会 ガバナー公式訪問 

https://youtu.be/JgWe6Sop6Q0 
 

 

 

第 3 回クラブ協議会_質問者回答者画像付 

 https://youtu.be/SgU2Xr45bYE 
 


