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2014～2015 年度 

国際ロータリーテーマ ロータリーに輝きを 

国際ロータリー会長    ゲイリー C.K. ホァン 

 

第 2790 地区ガバナー  宇 佐 見 透 

第 6分区ガバナー補佐  諏 訪 武 士 

東金ロータリークラブ会長 髙 橋 邦 夫 

〃      幹事 小久保 良 行 

〃   広報委員長 岡 本 秀 男 

 

 

東金ロータリークラブ 概要 

Togane RC Information 
創  立 1959 年 9 月 15 日 

ＲＩ承認 1959 年 10 月 17 日 

例会日  火曜日 12:30～13:30 

例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 

Web： http://www.togane-rc.jp/ 

事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 

東金商工会議所内 

TEL 0475-52-1101(代) 

FAX 0475-52-1105 

E-mail: info@togane-rc.jp 

第 56 巻第 14 号 通巻第 2665 号 

第 2665 回例会 

２０１４年（平成 26 年）10 月 14 日 

12:30～13:30 東金商工会館４階例会場 

 

∽∽∽ Program ∽∽∽ 
 

開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

食事 

会長挨拶 

幹事報告 

入会式 

結婚祝い 

誕生祝い 

委員会報告 

卓話 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言と点鐘 

 

会長 

「われらの生業」 

幹事 

とんかつみつはし 

髙橋邦夫会長 

小久保良行幹事 

澤村昌樹 新会員 

 

「バースデーソング」 

 

渋谷章男会員 

親睦委員会 

管理運営委員会 

会長 
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◆会長挨拶 
高橋 邦夫 会長 

 

＜ガバナー公式訪問＞ 

本日は、宇佐見ガバナー様、諏訪ガバナー補

佐様、ようこそいらっしゃいました。東金ビューロー

タリークラブの皆さんと合同での例会にお越しいた

だき、歓迎を申し上げます。 

県内 84 のロータリークラブの中で 11 番目に誕

生した東金ロータリークラブでは、歴代の会長幹事

の的確な運営により、誇り高く品位を保ちながら 55

年の歴史を刻んでおります。 

本日は、先ほど会長幹事懇談会を終えたばかり

でお疲れのこととは存じますが、公式訪問の卓話

をご期待申し上げております。 

宇佐見ガバナーは、千葉幕張ロータリークラブ

の会員で、職業分類は酒精飲料であります。昭和

27年のお生まれで、新潟県長岡市のご出身、千葉

工業大学工学部をご卒業になり、千葉市稲毛区で

株式会社宇佐見商店を経営されております。ロー

タリー歴は 22年で、2005年に会長、その後にガバ

ナー月信、ロータリー財団の地区委員を務められ、

2010 年の織田ガバナー年度にガバナー補佐を務

められております。 

ご覧のとおり、温厚ながらエネルギッシュな面も

兼ね備えたお人柄で、「原点回帰」を合言葉にして、

2014-15年度の 2790地区をご指導いただいていま

す。以上をもちまして、宇佐見ガバナーを御紹介

申し上げ、本日の会長挨拶に代えさせていただき

ます。 

 

◆会長挨拶 
安藤 泰健 東金ビューRC会長 

 

みなさまこんにちは。 

本日ガバナー公式訪問等いうことで、宇佐見ガ

バナー、諏訪ガバナー補佐にお越しいただきあり

がとうございます。 

また、合同例会ということで東金ロータリークラブ

様には会場の設営から進行、さらに曜日までビュ

ーロータリークラブに合わせていただきましてあり

がとうございます。 

先ほど会長・幹事ガバナー懇談会を行い、非常

に勉強になりました。いま、よく言われている DLP、

CLP ですが、あまり深く勉強しようと思っていなかっ

たのですが、今日初めて地区の組織を変えるとい

う DLP 、地区リーダーシッププランについてお話

を伺いました。まず地区が見本を見せて、それをク

ラブでも採用する、というお話でした。 

本日はありがとうございます。 

 

  

第２６６４回例会の記録 ＜１０月２日＞ 第２６６４回例会の記録 ＜１０月２日＞ 
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◆幹事報告 

小久保 良行 幹事 

 

 来週７日火曜日は休会です。 

 次週１０月１４日におきましては、１０月の理

事会の開催を致します。議題は改めてご案

内申し上げます。午前１１時３０分にお集ま

りください。 

 １４日には新しい会員を迎える入会式を行

いますのでよろしくお願いいたします。 

 ガバナー事務所より「広報公共イメージ委

員会」の開催通知が来ております。１１月１４

日千葉市民会館ホールにて１０~１２時で開

催されます。１４日の例会にてご案内をさせ

ていただきます。 

 

◆幹事報告 

前嶋 康夫 東金ビューRC幹事 

 

 来週の例会は明治記念館に参ります。 

 

◆卓話 
宇佐見 透 国際ロータリー第 2790地区 2014-15

年度ガバナー(千葉幕張 RC) 

＜公式訪問挨拶「原点回帰」を目指して＞ 

 

東金ロータリークラブの皆様改めましてこんにち

は。今年度 2790 地区ガバナー職を務めさせて頂

いております宇佐見と申します。所属は千葉幕張

ロータリークラブです。 

皆様にはいつも御協力賜りありがとうございます。 

本日公式訪問させて頂きましたのは、2014-15 

年度国際ロータリー会長ゲイリーホァン氏が提唱さ

れましたテーマ「Light Up Rotary」を一刻も早く皆

様にお伝えし、今年度方針にもとづきロータリーの

目的を推進頂くよう結束頂きたく直接お話しさせて

頂こうとの思いで公式訪問させて頂きました。既に

3 月 8 日に開催しましたリーダーセミナー、3 月 29

日に開催しました PETS、そして 4 月 29 日に開催

しました地区研修・協議会といういわゆる３大セミナ

ーに高橋会長、小久保幹事を初めクラブ指導者で

ある各委員長の方々にご参加頂き、皆様を通じて

ご理解を頂いたうえで、スタートをされておられると

思います。 

ガバナーという身に余る職責ではありますが、誠

心誠意努力致しますのでご支援ご協力の程お願

い申し上げます。 

2000 年にＲＩより地区に対し DLP（ディストリクト・

リーダーシップ・プラン） を検討する旨の要請があ

りました。現在 RI 理事会によりガバナーは地区組

織を構成するうえで DLP の構成に準拠したものを

確立するよう要請されています。このことは現在会

員減少に悩むクラブにとって、少ない会員数の中
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でどの様にすれば活性化するのかを検討したもの

であります。即ち従来の４大奉仕委員会をベース

に取り組もうとすると一人で何役もこなさねばならな

い現実に突きあたります。そこで思い切った組織改

革を考えようと取り組んだのが DLP です。具体的

に申せば 

1. 社会奉仕プロジェクト、国際奉仕プロジェクト

に関しては全て「奉仕プロジェクト委員会」なる

新組織で統括する 

2. 増強を目的とした会員増強・退会防止委員会

を新たに組織し会員選考や職業分類も含め

た活動を行う。 

3. 地域の人々に私たちの活動を具体的にお知

らせする広報公共イメージ委員会を新設しロ

ータリーの友委員会や会報委員会ともコラボ

レイトする活動を行う。 

4. 親睦、出席、プログラムなど運営に関わる委

員会は旧来のロータリー情報委員会をクラブ

管理・運営委員会と変えこれら全てを統括す

る。 

以上４つの常設委員会と呼ばれる組織に大きく変

えたのが DLPです。青少年、財団、米山は旧来の

ままです。このようにする事により少ない会員のクラ

ブでも活性化できるのではとの考えからこれがCLP

に繋がればと考えたのはと思います。しかしこれを

行うのはあくまでもクラブ自身です。実際の活動は

クラブであり会員皆さんが主役なのです。 

わたしは先程ＲＩが DLP を中心にした地区組織

検討するよう云われておると申しましたがこの DLP

の先に皆さんの CLP があるとお考えください。ここ

が重要で今まで CLP のみ導入しろと話されても目

的が見えなければ解らなくとも当たり前です。です

から今年度はまず地区組織を変え活動内容と目的

をはっきり示すことにしました。ロータリーは単年度

制ですから来年また従来の地区組織に戻るかも知

れません。ですが私は次年度の櫻木エレクトにこの

ことだけは変えないで欲しいとお願いしております。

くどい様ですがガバナーとして、クラブの皆さんの

理解を得ながら変革を試みようと考えています。研

修リーダーにもお願いし、DLP の確立のもと各クラ

ブでそれぞれ、独自に検討、取り組まれている

CLP（クラブリーダーシッププラン）の明確化に繋が

ればと考えています。この後のクラブ協議会でも

CLP の目的と地区における DLP の位置づけから

何故、今必要なのかなど、ご意見を伺えればと思

っております。 

1905 年の発足以来一世紀を越えるロータリー

活動には、時代の変化と共に変わった部分もある

と思いますが、変わらぬ原点は職業奉仕にあると

考えます。私にとってロータリーとは、自らの職業を

通しての倫理運動であり地域社会への貢献を基本

に根ざすものであると考えます。定款にも「ロータリ

ーの目的は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にある」と明記されており

ます。ロータリアンを侍に例えた場合、職業奉仕と

は、武士としての象徴を示す刀のような存在と思っ

ています。侍は研鑽を重ね武士となり、帯刀を致し

ますが但しこの刀は戦（いくさ）の道具では無く、武

士としての気構えの象徴です。ロータリアンの持つ

刀は、自分を律する気持ち、又は誇りとして、自ら

の心の中に置いておくべき物でありロータリアンの

心に宿る刀はロータリアン同士の厚い信頼関係基

づく不可能を可能に変える存在だと思います。キ

ーワードは「和して同ぜず」です。“和する”すなわ

ち友となり仲間となることは大変すばらしいことであ

り皆で一緒に取り組み大事を成す事は大切です。

しかし同時に、“同ぜず”が大切で「他人の意見に

惑わされる事無く、自分の意見をしっかり持たねば

ならない」と考えます。「自らの職業に基づく人とし

ての信頼回復」と「和して同ぜず」の２つをモットー

にロータリーの復活による「原点回帰」を次年度テ

ーマに、皆様の御協力のもと地区運営にあたって

ゆきたいと思います。ロータリーは今やっていること

だけを未来永劫変えることなく、続けてゆくという考

え方から、変わりながら続けてゆく事の大切さを、

改めて考えて頂きたいと思います。ロータリアン同

士、職業奉仕を心に携えてゆけば、ロータリーは再

び新たな羽根を持ち大空に飛び立てる時が来ると

確信しております。 

会員増強についてホァン会長は新会員を引き付

けつけると共に、現会員を維持し、世界で 130 万

人への会員拡大を目標にされています。会員増強
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について、会員数の数字だけにこだわり「数は力な

りの原則のもと、会員を増やせ増やせとスローガン

が掲げられますとすぐさま反発する形で「質」と「量」

の議論が発生します。更に悪いのは、質か量かと

いう命題を並べて、出来ない理由を議論し、やらな

い理屈を語る事です。増強問題は出来ない理由を

語るマイナス発想ではなく、まずやろうとするプラス

発想からのスタートが大切だと思っています。今年

度の増強目標は地区に因んで 2790名とし、各クラ

ブに純増１名をお願いします。広報公共イメージ活

動でロータリーがどのような活動をしているのかを

地域社会の人々に知ってもらえるよう、「ロータリー

デー」を開催してくださることを願っています。そこ

で私たちは、社会貢献という共通意識のもと、互い

の絆を深め、時間、才能、資金を注いで活動する

グループであることを広報下さい。私たちは「行動

の人」であり、同じ目的意識を持つ人たちと協力し

て、地域社会が直面する問題を解決しようと努めて

いること、同じ様に地域社会のことを考える人びと

を見つけたいと願っていることを伝えることが重要と

考えます。にもかかわらず、認知度が低いと感じま

す。ロータリーが何を目的とし、何をしているかを知

らなければ、入会しようという人や、協力しようという

人がいないのも当然です。確固とした、好ましい公

共イメージは、単にロータリーの気高さを高めるだ

けで無く、それによって奉仕志向の会員が増え、ロ

ータリーの活動をさらにレベルアップする重要な戦

略だと思います。青少年奉仕活動について地域の

方々及び学校教育機関の協力、顧問教師の方々

の思い、御父兄の理解が必要で、信頼関係が無け

れば成立しません。インターアクト、ローターアクト、

青少年交換、ライラ等での四委員会が「ロータリー

デー」への参加を通じ、それぞれどの様にして地

域社会との融合を保つ参加が可能なのか御検討

下さい。未来のロータリアンを育成しましょう。米山

記念奨学会事業は日本で学ぶ外国人留学生にロ

ータリアン自身による寄付金を財源とした奨学金を

支給する事業で、日本独自の特色である「カウンセ

ラー制度」「世話クラブ制度」が重要であると考えま

す。クラブとして「世話クラブの登録」「カウンセラー

登録」を理解いただき、ぜひ米山記念奨学会への

寄付目標である通常寄付と特別寄付の合計で一

人 15,000 円達成をお願いします。最後にポリオ撲

滅に関して 1979年に始まったポリオ撲滅運動も 35

年におよぶ活動で、世界で 3 ケ国（パキスタン、ア

フガニスタン、ナイジェリア）を残すのみとなりました。

しかし本年 5月 5日に WHOはカメルーン、シリア

など非常在国からの発症報告に基づき「緊急事態

宣言」を出しました。医師団が内戦に巻き込まれる

など予断を許さない状況でもあり国際的連携と取

組みが求められています。当地区では毎年１人あ

たり 25 ドルをお願いしております。 

 

私は新潟県の長岡市というところに生まれまして、

家業は酒屋でございます。 

もともとは大学を出ました後、ある企業に入社を

致しましたが、７月１日の辞令がインドネシア勤務

でございまして、とても行くことができない、というこ

とで会社を辞め、中学校の教員になったことが千

葉県に住み着いたきっかけでした。長いこと中学

校の教員をやっており、その後今の妻と結婚し、そ

の家業であります酒屋を継いだ、ということが今ま

での経歴でございます。 

そんなわけでございまして、お酒にまつわる話を

たくさん持っております。その一つをご披露させて

いただきたく思います。 

大阪に六甲山という山があるのはご存知かと思

います。あの六甲山は岩盤が固く、降った雨が岩

盤の中を通り抜けて再び地上に湧き上がってくる

のが神戸市の灘区というところです。あそこには岩

盤の中を通ってカルシウム、リン、カリウム、ナトリウ

ムという物質を含む鉱水が湧き出る場です。鉱水と

いうのはお酒造りに良い水とされております。 

通常、白米は食べておいしいお米でございまし

て、酒米には適しておりません。酒米に適している

のは山田錦、美山錦と呼ばれる米でございまして、

ちょっとインディカ米のように細長い大粒の米です。

真ん中に心白というのがございまして、ここにでん

ぷんが固まった状態のお米が酒米です。 

山田錦は非常に背が高いお米でございまして、

この秋口になると実が実りますが、非常に倒伏と申

しまして、倒れやすいです。倒れてしまうと水につ
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かったところから２日３日で穂が出てきてしまいます

ので、お米としては使いづらくなってしまうのです。

それで農家は作ることを嫌がりまして、山田錦を作

りたがらない。そうなるとお酒に適したお米がなか

なか作られないので、ほとんどの蔵元が契約栽培

ということで、倒伏した分も保証して契約をして生産

をしてもらっています。 

このお米が灘に集まり、灘の水と米を使ってお酒

づくりが盛んになるわけです。農家で井戸を持って

いる方は黙っていても湧水を打っていればお金に

なる、ということで、何もしなくてもお金になるという

ので「水商売」といわれたのが、この語源です。水

だけを売っている非常に楽な商売だといわれてい

ました。 

阪神大震災が意外と早く復興しましたのは、灘

の水脈が切れなかったから、とも言われています。

酒造りというのはいろんな面で流通しており、樽の

原料の木材、米を運ぶなどの様々な産業が付随し

ています。よって蔵元は非常にお金を持っておりま

すので、復興に際してすぐさま巨大な投資をして

直そうとしたことが、神戸の復興が早まった一つの

理由といわれています。 

対して、東北大震災は産業の中心が漁業で、そ

の根幹をやられてしまうと、なかなか復興の手立て

がないのですね。根幹の産業がだめになってしまう

と問題になってしまう、といわれています。 

灘のお酒ですが、一番最初にお持ちするのはど

なたのところかご存じでありますか？これは京都の

天皇家にお持ちするわけです。天皇は京都にいら

っしゃるので、京都は上方と呼ばれていまして、す

べて上方に対して、それ以外は下と呼ばれるわけ

です。２番目にできたお酒はどこに行くかといいま

すと、江戸にいらっしゃいます徳川将軍に対してお

持ちするわけです。よって、大阪から江戸まで物流

を使うわけですが、陸路が東海道しかありません。

馬の背にのせてでは進みが遅いというわけで、ほと

んどの荷物は船を使って、江戸、四国、九州、東北、

北陸へ行くわけです。こういう船を上方から出発す

るから、「下り船」といわれていました。この船に乗

せた商品は、ある程度の良いものでないと載せる

わけに行きません。だから、ありふれたもの、ダメな

もの、使い物にならないもの、とって足らないものは

「下り船」に乗りませんので、商品としては「くだらな

い」「くだりませんよ」という言い方をするわけでござ

います。ですから、私のお話が「くださらないもの」

にならないように気を付けてお話をせねばと思って

おります。 

 

 

 

西暦２０００年１１月にこの東金ビューロータリーク

ラブ設立を最後に、それまでの１０年スパンで物事

を考えますと、１０年で 15ないし 16のクラブが自然

増しました。RI の拡大戦略の中で出てくるのです

が、８０名以上になると分裂してクラブを作る、という

ことになりますが、１クラブが大体 40 名前後の人数

に発足します。１５クラブが発足すると、15×40 名

で約６００名のロータリアンが自然増で生まれていく。

これが 60～９０年代まで続いてきました。１０年間で

６００名ということは年間６０名、２０年で１２００名、３

０年で１８００名。現在２７６０地区では２７８０名まで

やってまいりました。それほどまでに各地区の隅々

までロータリー活動は普及しているわけです。その

際に、２００１年東金ビューRC の増強が最後になり、

現在２０１４年でございます。この１４年間できたクラ

ブはと申しますと、浦安ベイというクラブたった一つ

です。それまでは１０年間で 14～16 とできていたの

が、１４年たって一つもできていないのです。 

これは、どうロータリーが間違ってしまったのか、

どうしてロータリーが衰退してしまったのか、という

点が一番大きな問題です。これにつきまして、この

ようなことを考えつきました 
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RI は西暦２０００年に DLP を発信しました。この

ことを考えなさいということです。この DLPのミッショ

ンは 2つありました。 

それまでロータリーに貢献された方、ロータリー

の知識を持っていらっしゃる方を分区代理という名

称を付けて派遣していたわけです。比較的名誉職

でございました。この分区代理制度を利用しまして、

ガバナー補佐制度というのを導入しました。これは

ロータリーが社会の隅々までいきわたった段階で、

ガバナーはすべてのクラブを掌握できますか、とい

うことです。掌握できないのであれば、代わりの人

を出さなければならない。分区のことは分区のこと

をいちばんよく知っているガバナー補佐にお任せ

しましょう、というのが最大の目的です。鈴木 雅博

ガバナーが当時のガバナーですが、２７９０地区を

１４の地区に分け、１４人のガバナー補佐を任命さ

れ、現在に至っております。ガバナー補佐の方々

は分区内をこまめに回り、クラブの様々なご意見を

伺ったり、吸収したりして、ガバナーに報告をしてく

ださっております。 

地区の組織体系を含んだ改革をしましょうという

ことです。 

 

４本の柱 

 

国際奉仕委員会の奉仕プロジェクト、社会奉仕

委員会の社会奉仕プロジェクトは同じプロジェクト

であっても性格が違います。ただ、やる内容、方法

というのはある程度に通っている。つまり、相手は

違うがプロジェクトを立てたり、遂行することは同じ

だとすれば、社会奉仕と国際奉仕プロジェクトを一

緒にしてしまうと一人の人で済んでしまう。分業主

義でやってきましたが、これをいっしょくたにして奉

仕プロジェクトを立てる。 

この奉仕プロジェクトを遂行するためには、人と

お金の両方が絡みますが、会員が増強されればこ

のプロジェクトはうまくいく。少ない会員数ではどう

にもなりません。ご存知の通り、ライオンズクラブが

ありますが、ライオンズクラブ提供のベンチや花壇、

交通標語が、町の各所で観ることができます。地域

の人たちはライオンズクラブという名を何となく理解

しております。ではロータリーはどうか？ロータリー

はそういう意味ではあまりそういうことは致しません。

私たちは盛んに若い時に「陰徳の美」、いいことを

するときには黙ってしなさい、いいことは黙ってこっ

そりやるんだよ、というお話をよく聞きました。よくゴ

ミ拾い運動をやりました。「ゴミ拾いをするのがロー

タリーの仕事じゃないんだよ。ゴミ拾いじゃなく、ご

みを捨てない人を育てることがロータリーの仕事な

んだよ」といわれました。これが「陰徳の美」です。

黙っていいことをしましょう。いつか分かってくださ

い。では、いつか、はいつ来るのでしょうか？先ほ

ど申し上げた通り、増強しなければプロジェクトは

完成しません。いいことができません。そのために

は増強しなければなりません。増強されればどんな

ことができるのか、増強するには何をすればよいの

か。玄関をトントンと叩いて「ロータリーに入会しま

せんか」とお話をしても、ロータリーが何をやってい

るかわからない。誰がいるのか、何が目的か、どん

なふうにやろうとしているの、という質問が返ってく

ると思います。なぜなら私たちは自分たちの職業を

通して社会と交わることを目的としているからです。

お金を出すことを単に目的としているわけではあり

ません。自分たちのビジネスを通して社会と交わり、

社会に還元し、そこから良い社会を作り出そうとし

ているのが私たちです。ただ、一般の人には非常

に難解です。これに足らなかったことは「広報」です。

「陰徳の美」ではだめなんです。私たちはこんなこ

とをしているよ、私たちの目的はこうだよ、と地域の

方々に理解をしていただいて初めて地域の方々が

協力をしてくださる。 

まず、プロジェクトの柱を立てる「奉仕プロジェク

ト委員会」を立てましょう。そこが機能するように会

員増強しましょう。そのために広報活動がどうしても

不可欠です。地域の方々にわかってもらうことが必

要です。 

そして、プログラム、親睦、出席、その他もろもろ

の委員会です。これらはクラブの内側に向かった

委員会です。クラブを管理、維持するための委員

会ですから、管理・運営委員会を作ればすべて統

括できるでしょう、というのが DLP というものでありま

す。 
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４大奉仕というのは私たちの理念にあります。職

業奉仕とは、社会奉仕とは、国際奉仕とは、クラブ

奉仕とは、これはすべて理念の話であります。実際

に動くのは奉仕プロジェクト委員会が奉仕を立ち上

げ、それを行うべく増強委員会とサポートする広報

委員会、さらにはクラブを管理運営する管理・運営

委員会。この４つがあればロータリーは動いていく

わけでございます。これを２０００年に DLP として発

信し、２００２年に CLP クラブ・リーダーシップ・プラ

ンとして時の会長に即実行を命令ました。 

さあCLPをやらなければならない。やっています

か、という催促を受けても、何をやってよいのかわ

からない。その際に地区があらかじめそのようなサ

ンプルを出しておけばクラブも理解できたはずなの

ですが、残念ながらそうはいかず、残念ながらこの

１０年以上の空白になるわけです。 

私がガバナーになる際にまず初めに行ったのが、

DLP をお示ししたのが今年度の組織図です。地区

はこのようにやります。ですから、この組織を見たう

えで「ああ、いいな」と思ったら、クラブにも取り入れ

てください。東金ロータリークラブの５５年の歴史の

中では不似合だ、ということであれば取り入れる必

要はありません。ただ、考える必要はあります。良

いか悪いかの判断をすることも大切です。この議論

をしていただくことが、CLP を行った、という事実に

なるのです。これが、DLP と CLP の因果関係にな

るわけです。このことを理解していただけると、クラ

ブにおける CLP は何をやらなければならないのか、

地区はDLPをどうやって行くのか、ということが少し

見えてくるのかな、と思います。 

各クラブをお回りして、クラブの２７９０地区の会

員みなさまにこのことをご理解いただくことによって、

この２７９０地区は前を向いて歩きだせばよろしいと

思いまして、２クラブ合同、３クラブ合同という強行

スケジュールで訪問をしている現状です。 

お詫びしなければならないことに、このことにより

地区大会が２月２１日２２日に伸びてしまったことで

す。例年１０月ごろに地区大会を開催しておりまし

たが、私が地区大会を先にやりますと、皆様にお

会いするのが遅くなってしまうので、その結果として

地区大会が伸びてしまいました。これには大きな役

目があります。本来から言いますと、ここに手続要

覧がございます。２０１３年に改定されました。次の

改定は２０１６年です。２０１６年に出します法案の

提出期限が２０１４年１２月３１日、すなわち今年の１

２月３１日をもって法案提出が締め切られます。で

すから、本来から言えば、この１０月１１月に開かれ

た地区大会で、この手続要覧の内容につきまして

提言しなければならない。それを承認するのが地

区大会です。２７９０地区の新しい法案として RI へ

物申すわけです。有名な決議 2334はそのように出

されたものです。２７９０地区からはこのような決議

案が出されたことがありません。私たちは人頭分担

金を払っております。よって RIに属しているわけで

すが、もし RI が間違った道を歩んでいるとしたら、

我々はそれに対してNOという言葉を出さなければ

なりません。一度たりとも法案が出されないことは怠

慢だと思っております。クラブで様々なことを議論し

あい、RI に対してものを言えなかったら、我々は正

しい道を歩んでいるとは言えないでしょう。 

至急、手続要覧についてご審議いただきたい。

もし、クラブの中からこの法案に対して、また手続

要覧の定款細則に対して意見がありましたら、ガバ

ナー事務所に申し出てください。ガバナー事務所

は一斉に配信し、半数以上が賛成すれば、初めて

RIに対して物申すことになります。 

あと２か月しかありませんが、少なくとも、来年、

再来年、２０１９年の規定審議会にはまるのですが、

それまでにはNOがあってもいいのではないかと思

います。 

皆さまの中から新しい手続法案が出されてくるこ

とを期待しながら、お話を終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

   

 

●ご奉仕     諏訪武士ガバナー補佐 

●大阪の梅田阪急に小さなインショップを

１０月８日にオープンします 菅原實会員 

●ガバナー訪問ありがとうございます。 

高橋邦夫会員 

●１０月より多くの外国人職員を採用する

ことができました。   小久保良行会員 
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◆ガバナー挨拶 
宇佐見 透 ガバナー 

８月２０日広島土石流災害の義援金のお願いを

させていただきました。大変なご協力をいただき３５

０万円弱のお金を集めることができました。広島市

在住のガバナーである弁護士の金子さんに直接

お渡しをいたし、５日以前に集まった義援金は市

に委託し、５日以降に集まりました分、７千万円近く

は復興支援対策本部を設置し、有効に使うというこ

とです。ありがとうございました。 

 

◆ガバナー補佐挨拶 
諏訪武士 ガバナー補佐 

 

みなさま、あらためましてこんにちは。 

先日、茂原中央 RC と大網 RC の公式訪問があ

りましたが、懇談会の最中に電話が鳴り、地区役員

の方からのお電話でしたが、かけなおしましたとこ

ろ、６分区にお願いがある、とのことでしたのでそれ

をお伝えしてごあいさつに代えさせて頂きます。 

すでに案内が各クラブの幹事の皆様に届いてい

ると思いますが、１０月１８,１９日に成田ガーデンホ

テルで行われる RYLA のご案内でございます。す

でに２週間ちょっとを切っておりまして、おそらく人

数的に足りてないのかな、と思われます。 

一泊２日の成田ガーデンホテルでの RYLAでご

ざいます。無理は申し上げません。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

◆2014-15 年クラブ活動計画 

５大奉仕委員長報告 
   

■クラブ奉仕委員長 

 

東金 RC 古川 秀夫 委員長 

会員増強、クラブ広報、親睦クラブ、管理運営委

員会の連携がスムーズに行われるようにし、短期・

中期・長期の取り組みを行います。新入会員及び

入会５年未満の会員へは地区行事への積極的な

参加、近隣クラブへのメーキャップ等に同行しなが

ら、クラブの親睦と友好を深め、クラブの成長を促

します。また、広報活動においても会員増強のた

めの活動の一環として、週報の充実と新入会員の

拡大のツールとしてのパンフレットの配布を行いま

す。各委員会の委員長、委員の活動状況発表の

時間を作り、会員参加型のクラブを構築し、活性化

を図ります。 

今までの活動状況としまして、７月２９日に九十

九里浜にて炉辺会議を実施、９月１６日は東金 RC

５５周年記念例会を行いました。東金ビューRC の

皆様、当クラブの夫人の会の方々と親睦を深め、

意義のある時間を過ごすことができました。親睦は

非常に大事なことであり、炉辺会議において新規

会員との交流を図ることが重要かと考え、年４回は

実施したいと思っております。 

 

   

クラブ協議会 クラブ協議会 クラブ協議会 
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東金ビューRC 野嶋 千秋 委員長 

クラブ設立１５周年を迎え、会員にとって楽しく魅

力ある例会を開催する。会員が１５周年記念事業

に積極的に参加できるよう支援する。また、活動計

画として、魅力あるプログラムを考え、充実した例

会の開催。親睦例会の開催。メーキャップを奨励し、

出席率の向上を図る。会報の充実と適時の発行。 

クラブ奉仕委員会の中に、親睦活動、出席委員

会、クラブ会報雑誌広報委員会、プログラム委員

会と３委員会ありますので、それぞれ協力しながら

運営していきたいと考えております。基本的な考え

方としては、若干出席率がよくありませんので、少

しでもたくさん出席してもらえるような例会の企画が

メインになっていると考えております。 

これから迎える１５周年式典等に積極的に参加

をしてもらえるように案内をしていくことを考えており

ます。 

 

■職業奉仕委員会 

東金 RC 菅原實 委員長 

ロータリークラブの原点が職業であると思います。 

職業を通じて社会に奉仕する、ということであります。

いろいろとお話がありました通り、ゴミ拾いをするの

がロータリーではない、職業を通じて社会奉仕をす

るという活動をしていこうということであります。 

今月の職業奉仕月間は、卓話を地区の職業奉

仕委員長にお越しいただくことになりました。地区

の職業奉仕委員長という立場ではなく、分区の中

の仲間ということでお話いただくことになっておりま

す。 

１８日に職業奉仕セミナーがあり、その後委員会

報告としてお話をさせていただきます。 

今月、習志野ロータリークラブの職業奉仕委員

会が職場訪問で私共の工場へお越しになります。

これも、私としての職業奉仕の一つかと思っている

ところであります。いろんな事例を知ることにより、

新しい職業奉仕の考え方ができてくるのではない

か。そういう意味で情報提供、啓蒙活動をやってい

きたいと思っております。 

 

東金ビューRC 山岡利匡 

委員長代理 

会員各自がそれぞれ職

業を通じて職場や地域での

奉仕の理想を広めるための

活動を行う。また職業情報

表彰委員会を通じてロータリーの職業奉仕の意味

を考え、職業奉仕を通じて社会奉仕を考え、真の

ロータリアンとは何かを模索していくという活動方針

です。 

今月の職業奉仕月間は、職場訪問という形で明

治記念館に行き、中を案内していただいて、食事

を行うという企画をしております。 

地域の若手がそろっておりますので、地域を盛り

上げている活動をしている方々との連携をとりなが

らロータリーという垣根を越えた中で、地域と触れ

合って活動をしている状況です。 

 

■社会奉仕委員長 

東金 RC 原島和雄  委員長 

子どもたちに夢を与える活動の支援。最近の子

供たちには夢がない、ということがマスコミで触れら

れておりますので、ロータリーで子どもたちを集め
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て夢を語ろう、将来どのようになりたい、などをする

とよいと思っております。 

花のまち東金プロジェクトへの支援。花の寄付

や駅のロータリー、東金駅のロータリーをきれいに

するということをしていければと思います。また、東

金駅周辺の清掃活動です。 

街にごみ箱があるようでないので、予算があれ

ばゴミ箱の設置をするとよいかと思っております。 

 

東金ビューRC  

髙橋敬彦  委員長代理 

当クラブでは、具体的に今年やってきている活

動は５年ぶりになるジュニア研修会を１５周年記念

として開催いたしました。詳しくは青少年奉仕委員

会からお話します。また、８月２３日東金 RC と一緒

にやっさフェスティバルの後の清掃活動をするなど

しております。 

それぞれの会員が、それぞれの社会・家庭など

を含めて、多くの意図に心地よく生きてもらえる環

境を作ることを意識しております。 

 

 ■国際奉仕委員長 

東金 RC 塚瀬一夫 委員長 

第一に、ロータリアンとしての国際理解と親善、

そして世界平和を推進するための会員相互の理

解を深め、国際奉仕への意義を高められる活動を

する。第二に、国際財団委員会米山奨学委員会

の内容を把握し、この目標に向け努力、協力をす

る。第三に、国際奉仕プロジェクトの内容を把握し、

会員へ情報提供をしていく。第四に、東金国際交

流協会と交流奉仕事業を共催していく。 

四番目は今年初めて、８月２３日に東金国際交

流協会と共催によりますやっさフェスティバルでの

パーティを実施。また、１２月には国際交流パーテ

ィの企画をしております。本市においては城西国

際大学があり、大勢の外国人留学生がおります。

国際理解と国際奉仕を推進していきます。 

 

東金ビューRC 荻野明美 委員長 

ロータリー財団の補助金を通じて、人々の健康

状態の改善、教育支援、貧困救済に努め、世界理

解、親善、平和を促進するための活動を行っていく。

だれが、ということが必要かなと思い、会員一人一

人が、このような意識を持って活動に臨む、という

気持ちが皆さんに通じるよう活動を行っていきたい

と思っております。 

活動計画としましては、ロータリー財団に焦点を

当てたロータリープログラムを実施する。クラブと会

員がロータリー財団米山奨学会へ寄付を行うよう

働きかける。委員会としましては、ロータリー財団委

員会と米山奨学委員会があります。それぞれの活

動といたしまして、毎年、財団への１００ドル寄付を

実施し、全員寄付ができるように皆さんに協力をお

願いしております。 

米山奨学委員会ですが、本年４月より中国から

の留学生のリュウ・トウカンさんを米山奨学会の留

学生として、世話クラブとして受けております。私が

微力ながら、カウンセラーを仰せつかっております。

毎月の例会への参加、１５周年記念事業のジュニ

ア研修会では宿泊で参加をしていただき、子ども

たちと一緒に汗を流し、ハイキングをし、中国語を

教えていただく、という交流をやっていただきました。

毎月、会員と心を開いた交流ができ、東金ビューロ
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ータリークラブを気に入っていただけているようで、

ホッとしております。あと半年、リュウ君につきまして

は、カウンセラー、世話クラブをしていきます。 

この東金の地を気に入っていただけるようにフォ

ローしていきたいと思い、会員全員で協力をしてい

きます。 

 

■青少年奉仕委員長 

東金 RC 渡辺直樹 委員長 

子どもたちを取り巻く環境は非常に厳しく、青少

年団体活動の支援及び指導者との交流を持つこと

で各団体への支援をしていきたいと思います。本

年、現在作成中ですが、東金市体育協会に体協

旗を寄付いたします。 

また、新世代の多様なニーズを共有するため、

若い世代人との交流ということで、当地区の城西国

際大学、そして４つの高校があります。若い方々と

交流会を持ちながら、当地区の発展などを考えな

がら話し合いをしていけたらと考えております。 

 

東金ビューRC 神定一雄 委員長 

子どもたち、青年たちと地域イベントを通じて

個々の才能と熱意を呼び起こし、奉仕の精神と責

任感を育てる、という方針です。 

ジュニア研修の内容を少々報告させていただき

ます。さる７月９日に最福寺にて１泊２日奨学生３０

数名、東金や近隣からもたくさんご参加いただきま

した。雄蛇ヶ池ウォーキング、夜はバーベキュー、

子どもたちが普段経験することがない、銭湯でお

風呂に入る、お寺で写経をしたり、朝はお寺のお

掃除、ぞうきん掛け、鐘を突いたり・・・ということをし

ました。社会教育として子どもたちにまず挨拶から、

ということで始めまして、子どもたちと一緒に一泊を

過ごしました。これが１５周年の記念事業として行

われたものです。 

活動計画 

1. ロータリアンとの地域イベントに関わることで

自らも社会の一員として活躍する喜びの中

から、協調性、責任感を呼び起こす場を提

供します。 

2. 故郷の自然、歴史、文化を知るきっかけを

与え、郷土愛を育む場を作ります。 

3. 地域イベント（東金市観光協会主催のお月

見イベント）への参加で、子どもたち青年た

ちとの共通した責任感、才能、熱意を呼び

起こしたい。 

 

 

出席率  10 月 2日 

会員数 出席者 出席率 コインBOX

22名 21名 95.4％ 1,800 円

欠席・Makeup の連絡は，前日までに（緊急の場

合は当日 10時までに）事務局宛に，電話・ＦＡＸ・

Ｅメールにてお願いします。メーキャップ先への事

前連絡もお忘れなく。 

電話 0475-52-1101   FAX 0475-52-1105 

Email: info@togane-rc.jp 


