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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 050-3730-2559 

E-mail: info@togane-rc.jp 

第 56巻第 92号 通巻第 2692号 

第 2692回 通常例会 

2015 年（平成 27 年）6 月 2 日 

12:30 点鍾 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 

お食事 

会長挨拶 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

髙橋邦夫会長 

「君が代」「奉仕の理想」 

小久保良行幹事 

和食 かしま 

髙橋邦夫会長 

幹事 

 

親睦委員会 

管理運営委員会 

髙橋邦夫会長 
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◆会長挨拶 

 

東金 RC 髙橋 邦夫 会長 

先週は修学旅行の引率でシドニーに行きました。

夜行便で朝到着し、市内観光、マンリービーチと市

街を散策し、フェリーでシドニー湾を横断します。

その後オーストラリア博物館を見学し、夕食時には

現地の講師からオーストラリアの文化について講

話をしてもらいます。講師は、当クラブの交換留学

生であったスーザンさんで、千葉学芸高校で 7 年

間教鞭をとった経験もありますので、日本語も堪能

ですから、生徒に様々な話をしていただきました。 

2 日目はフェザーデール動物園でコアラやカン

ガルーと触れ合った後、ブルーマウンテン、ユーカ

リの原生林が広がり、三人の姉妹が魔王から逃れ

るために岩に姿を変えたというスリーシスターズとい

う伝説のある場所で大自然の息吹を感じました。 

3 日目はトブロック牧場で牧場体験。羊飼いの食

事や羊の毛刈り、鞭鳴らしやブーメラン投げなどを

体験しました。 

最終日となる４日目は、朝オペラハウスの見学ツ

アーに参加し、その後は夕方までシドニー市内を

判別で自由行動します。片言ながら英語とジェス

チャーを駆使して、現地の人々とコミュニケーション

し、国際交流・国際親善の意義を身を以て体験し

ました。その後、夜行便で戻り、朝に成田に到着と

いう日程でした。 

現地のガイドからいろいろと褒められることが多

かったのですが、生徒の歩き方を褒められたのが、

意外でしたが、思い当たる節があり、教育者として

新たな視点を得た思いをしました。 

島国日本を離れてみることで、日常とは異なる体

験をし、新たな知見を得ることができるのが海外旅

行の醍醐味です。ロータリーの海外視察という形で

もいずれ皆さまと海外体験をしたいと思いました。 

 

◆幹事報告 

 

小久保 良行 幹事 

 本日 6 月のクラブ通信をお配りしました。 

 2 週目 9 日（火）は、10 日（水）の家族

会・移動例会の振替で休会です。 

 第 5 週は八鶴亭にて移動例会です。

参加出欠の回覧をしています。17時か

ら新旧役員交代、18 時点鍾で懇親会

です。よろしくお願いいたします。 

 次年度ガバナー補佐より第 1 回 IM のご案

内が届いています。7 月 30 日（木）点鍾

1:30横芝光町文化会館にて開催されます。

当日のスケジュールにつきましては改めて

ご案内いたします。 

 5 月 22 日（金）第 6 分区新旧会長幹事会が

ありました。 

第２６９１回 例会の記録 ＜５月２６日＞  
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 地区研修・委員会の開催を、旧祭日か

ら平日開催についての要望を宇佐見

ガバナーへ意見書を提出しました。 

 茂原 RC 例会場が変更になります。詳

しくは後日ご報告します。 

 東金ビューRC は 7 月より例会場が八

鶴亭に変更になります。19:00 点鍾で

す。 

 茂原東 RC は次年度ガバナーエレクト

の選考にもうしばらく時間がかかるそう

です。 

 5 月 15 日親睦ゴルフ大会チャリティ金

額が 52,000 円、希望の風へ寄付をし

ましたとの報告がありました。 

 

◆卓話 

 

諏訪 武士 第六分区ガバナー補佐 

 

今年度１年間第六分区ガバナー補佐を務めさ

せていただきました。先週より分区内各クラブへお

礼に回っております。自クラブを含めあと 2 つほど

で行脚も終わります。分区内ロータリアン、各クラブ

会長・幹事のご支援ご協力を頂きまして、なんとか

大過なく勤めさせていただくことができ、ありがとう

ございました。また、希望の風チャリティの件、5 月

15日真名カントリーにおきまして分区親睦ゴルフ大

会を開催し、分区内より 53 名のご参加を頂戴しま

した。ここ 10 年近くなかなか 10 組を超えない状況

でしたが、久しく 10 数組のゴルフができ、また、大

枚をチャリティ頂き本当にありがとうございます。 

いくつかお詫びがあります。次年度は当分区先

日の 22 日の会長・幹事会の前に成田空港南 RC

へご訪問した都合で、30 分くらい土屋ガバナー補

佐エレクトとお話しいたしました。第 1 回 IM という

言い回しでございますが、通常 2 月に IM を開催し

ておりますが、どうしても年度の早い時期に櫻木ガ

バナーエレクトが年度の頭に全会員に直接方針と

RI の方針をお伝えしたい、というご希望がございま

した。そこで、第 1 回 IM というガバナー方針演説

会が実施される運びとなりました。正味 90分お話さ

れます。概ね 7 月中に全分区を回り、その後各クラ

ブへ公式訪問するという方針だそうです。行事が

一つ増えることで皆様のお時間をお借りするととも

に、各クラブ全員登録でご予算の確保を要すると

いうことで、いろいろ大変なのですがご迷惑をおか

けし申し訳ございません。 

また、会長からお話がございましたが、地区行事

の休日から平日へ、というお話が実は第六分区会

長幹事会ではかれこれ昨年 7 月くらいから出てお

りました。実際、主に問題になっている地区協は

GW 頭に開催される。幕張はイベント・ホテルの宿

泊客も多い時期です。当然、通常平日より施設利

用料も高いはずです。7 月は茂原 RC が七夕祭り

を控え、RC 会員、地域商工会員、七夕実行委員

が重複しており、その関係上、地区セミナーや各委

員会行事に出られない、というお話がありました。

各地域、7～8 月は様々な行事が立て込んでいる

時期で、企業経営者だけでない地域の集まりでは

休日に行われることも多く、休日の RC 行事には出

席できない。私は職業を再建する専門家であり、経

営者でもありますので、どちらを先行するかは自明

の理であります。その提案は 8 月のガバナー補佐

会議でご提案し、ガバナーと喧々諤々とやりあい、

会うたびにいろいろな問題を起こしております。最

終的には、宇佐見ガバナー、櫻木エレクト、青木ノ

ミニーに対してご要望を出せていただき、ガバナー

が公式訪問にて「最大の地区である 2790 地区が

一度も国際大会に提起をしていないのはおかしい」

とおっしゃっているのだから、最大の第六分区がき

ちんと声を出して「おかしい」と言う、ことでございま

して、地区へご要望を提出させていただきました。
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すぐに変わる、というわけでもないので検討できる

委員会では検討していただく。「平日の方が参加し

やすい」「休日の方が参加しやすい」というのは

個々の問題ですから、どのようにバランスをとって

いくのか、ということです。青木ノミニーは同期のガ

バナー補佐でもありますので、その辺のご考慮を

お願いしたい旨、私からもう一度お願いをするつも

りです。そうしたロータリーの変革が津々浦々で出

てきております。東金ビューRC の例会開催をすべ

て夜にする、というのは実際に夜の方が出やすい

クラブはそうでしょう。E クラブについては賛成する

立場ではありませんが、そういうところもあります。ま

た、様々な団体と比較されることも多くありますの。

出席の問題、当然ロータリーは出席が基本といわ

れます。会員資格の問題として、現在規約上は「自

クラブ 20％メーキャップ 30％、合計 50％の出席」

があれば会員資格が保持されます。現在メーキャ

ップは前後 2 週間の規定があります。月に 1.5回の

自クラブに出席すれば、基本的に会員資格上問

題ない。私は入会時に「毎週出席しなければなら

ない」と先輩方に言われました。実際その通りにし

ておりますが、おそらく現在仕事を抱えていらっし

ゃる方々、地域で様々な役職を持っていらっしゃる

方々は、出られないものは出られない。かつては

「自クラブ 70％の出席」というのが規約上の下限だ

ったと思いますが、大幅に緩和された現在、時代

に合わせ RI 自身がより多くの会員を得る一助とし

てそのようにしています。ここ数年来、RI からのい

ろいろな情報や DNP、CNP などが多く来ておりま

す。これは宇佐見ガバナー公式訪問でも申された

とおり、クラブには自治権があります。その中でどう

してもなじめないものに関しては採択される必要は

ないであろうと思いますし、クラブごとにある程度活

用できる範囲で取り入れていただけるのが一番今

後の活動に良いのではないかと思っております。 

私が最初に東金 RC を訪問させていただいたこ

ろ、確か初めて幹事になる年度にお邪魔したのが

最初だったと思いますが、30 数名いらっしゃいまし

た。そのころは分区内の人数も 340 名くらい。現在

230 名強です。ガバナーが 2790 名までは会員数

を復帰させたいと申しており、目途が立ちました。し

かし、当分区を見る限り、この 230 が一割増えたか

というと、増えておりません。12 年前と比べ約 100

名減のままです。私が最初の幹事をやった年の前

後、ホームクラブ大多喜 RC も 28 名ほどおりました。

現在は 6 名でございます。茂原中央 RC さんが現

在 13 名。茂原 RC さんで現在 50 数名です。分区

の大部分を茂原に頼っている状況ですが、それで

もかろうじてこの人数を持っています。クラブ数が

多いので、個々のクラブの平均値は少ないですが、

地区内最大の分区として最大のクラブ数で活動さ

せていただいております。 

千葉県は地図を見ると、成田、上総、幕張、上向

きの三角形と下向きの三角形を合わせてひし形。

ちょうど下向き三角形の成田から下、外房沿い、木

更津から下、内房沿いが会員増強に苦しんでいる

エリアです。都市部は成田・幕張・木更津を結んだ

上向き三角形のエリアが会員増強が出来ているエ

リアです。都内は若干景気がよいので、その影響

が都市部にはあるのかな？とも思います。この南側

エリアを何とかしないと、ロータリー的に格差が出て

くると思っているところがあります。ガバナーがいく

つかのクラブの公式訪問でお話しておりましたが、

あるクラブ 17 名ほどのクラブ、平均年齢が 70 歳を

超えており、ご子息と交代することもなく、増強もま

まならないクラブがある、というお話。その後どうす

るのかというところまでなかなか言及されません。こ

のままですと自然減になるクラブもあります。私のホ

ームクラブもかなり厳しいところまで来ています。再

来年はどうかわからない、という状況であります。各

クラブも本当にご苦労されているところであります。 

先日の会長幹事会の、旧会長幹事会でいろい

ろなお話をさせていただきました。現在のロータリ

ーの増強は本当に皆様のご努力と会員の縁故に

頼って増強しているのが実情です。それをどのよう

にして合理的に、求心力を持ってやっていくのか、

というお話をさせていただきました。たまたまこの例

会場では、東金 RC は自クラブのパンフレットをお

持ちでした。分区内でこのようにしているのは東金

RC だけだと思います。外に向けての発信といいま

すか、個々に外の方が来ることを前提として準備を

しているクラブは少ない。今現在千葉県内どの団
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体も減っているわけではなく、ロータリーのほかに

様々な団体がございますが、概ね現状維持かプラ

スになっています。 

ロータリーに何があって何がないのか。例会に

会員が来るのは当たり前のことで、例会に会員以

外の入会資格を持った方が常に来ている。とある

団体の分析ですが、30 人規模の団体で一年放置

しておくと平均 8 人やめていく、というのがデータと

してあるそうです。退会者を減らし、増やすために

は入会予定者を月に何人お招きして、会の理解を

得なければならないかというと、月に 6~7 人お招き

しないといけない。そのあたりのさじ加減を感じてい

ただき、できるだけ表との交流を持っていただきた

い。 

ロータリーというのは閉鎖的な団体であり、独特

の社会を気づいています。これをどう表に対して理

解していただくか、ということについて広報だけでな

い努力が必要ではないかと思っています。各地域、

南側の地域では商工会・法人会の企業数は決して

少なくなく、若手の開業企業数はあります。そうい

った方々とコンタクトをとっていただき、クラブに新

しい血を入れていただくことで、皆様に新たな年度

に会員増強をお願いしたく思っております。 

 

 

 

 

 

◆お客様紹介 

 

神定 一雄 東金ビューロータリークラブ会員 

東金クラブにお邪魔させていただきありがとうご

ざいます。また、日頃東金市観光協会にもお力を

頂き本当にありがとうございます。諏訪ガバナー補

佐には先日私のへたな芝居を見に来ていただき本

当にありがとうございました。 

現在は東金ビューRC に所属しております。同じ

RC でも雰囲気がかなり違います。大変鍛えられて

いる意識でいて、ぼさっとしていると怒られてしまい

ます。緊張した状況でクラブ活動をしております。

東金 RC は私の生まれ故郷ですので、なにかとお

世話になることがございますが、今後ともよろしくお

願いしたいと思います。本日はありがとうございまし

た。 

 

 

 

 

●ガバナー補佐お礼に伺いました                諏訪 武士 ガバナー補佐 

●ご奉仕                                菅原 實 会員 

●ガバナー補佐訪問ありがとうございます。                髙橋 邦夫 会長 

●このたび、JIU 硬式野球部は全日本大学野球選手権大会神宮大会への出場が決まりました。 

       小久保 良行 会員 

 

 

出席率  ５月 26日 
会員数 出席率 コイン BOX 

23名 100.0％ 1,200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 
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災害時におけるシェルターボックスとの協力について   
 

これまでロータリーは、災害時にパートナー組織であるシェルターボックスと密接に協力し、迅速な救援活動

を可能にしてきました。シェルターボックスが救援物資を被災地に届ける上で、被害状況やニーズを調べ、救援

ボランティアの宿泊手配や救援活動の調整を手伝う現地のロータリアンの存在が欠かせないものとなっていま

す。過去 12年間、ロータリアン、ローターアクター、インターアクターはシェルターボックスと協力して、誰

よりも早く被災地の切実なニーズに応えてきました。以下にその例をいくつかご紹介します。 

  4月にネパールをマグニチュード 7.8の地震が襲ったとき、ローターアクターとロータリアンが直ちにシェル

ターボックスと協力し、被災状況を調べて緊急救援チームを動員しました。ネパールと世界中のロータリーファ

ミリーが、シェルターボックスと輸送手段の手配、救援チームの宿泊、シェルター用テントと救援物資の調達を

援助しました。 

   昨年 12月にマレーシアが大洪水に見舞われたとき、マレーシアのシェルターボックスのメンバーであるロー

ターアクター、ジェームズ・オングさんがシェルターボックスに支援を要請し、救援チームが現地に赴きまし

た。空港での救援チームの出迎えから移動手段の手配まで、救援活動においてもオングさんが重要な役割を果た

しました。さらにオングさんは、マレー語から英語への翻訳と通訳を手伝い、パハン州へのボックス輸送を支援

しました。また、仲間のローターアクターおよびパストガバナーであるコー・ブー・ケアンさんとともに、第

3300地区のロータリアンとローターアクターによる 1カ月におよぶ合同活動を導きました。 

  昨年 5月、セルビアとボスニア・ヘルツェゴビナが洪水と地滑りに見舞われたとき、シェルターボックスの救

援チームとロータリアンおよび現地団体が、被災地で必要とされている救援物資を届けました。 

  2013年 11月、フィリピンの大雨によって地滑りが起きた際、地元ロータリークラブ会員が迅速に被害状況

を調べたおかげで、被害発生後 48時間以内に救援物資を携えたシェルターボックスのチームが現地に赴くこと

ができました。セブ市（フィリピン）のロータリアン、スティーブン・カスティロさんが、シェルターボックス

の保管倉庫の管理と諸手配に尽力しました。 

シェルターボックスは、テントや救援物資に加え、町の再建中も子どもたちへの教育が途絶えないよう、学用

品の入った「スクールボックス」を提供しています。さらに、医療、食料援助、定住のための住居など、被災地

におけるより幅広いニーズに応えるために他の救援団体と協力しています。 

  4年前にシリアで紛争が勃発したとき、1,000万人以上が避難を余儀なくされ、うち 400万人が難民として

他国に逃れました。シェルターボックスは、「Hand in Hand for Syria」をはじめとするパートナー団体と協力

して、生活必需品、テント、蚊帳、水フィルタ、水容器、毛布、地面に敷くシート、スクールボックス、太陽光

利用ランプなどを配りました。 

シェルターボックスとの協力に関心のあるロータリアンは、世界各地のシェルターボックス支部まで連絡する

か、国際ロータリーのロータリー奉仕コネクション担当部（rotary.service@rotary.org）までご連絡くださ

い。国際ロータリーとシェルターボックスのパートナーシップ提携に関する詳細は、「シェルターボックスと国

際ロータリー」概要資料をご覧ください。そのほかのお問い合わせは、上記担当部までご連絡ください。  

 

ロータリー奉仕コネクション担当部シニアコーディネーター 

Ellina Kushnir（エリーナ・クシュニール） 
rotary.service@rotary.org  

ONE ROTARY CENTER 

1560 SHERMAN AVENUE 

EVANSTON, ILLINOIS 60201-3698 USA 
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