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夫

例会

2015 年（平成 27 年）10 月 27 日
12：30 点鍾

Program
開会宣言・点鐘

平間 陸生

副会長

歌

「それでこそロータリー」

四つのテスト唱和

並木 孝治

お食事

とんかつみつはし

会長挨拶

平間 陸生

副会長

幹事報告

並木 孝治

幹事

卓 話

高山 友二

会員

ニコニコＢＯＸ発表

親睦委員会

出席報告

管理運営委員会

閉会宣言・点鐘

平間 陸生

幹事

委員会報告

副会長

10 月『経済と地域社会の発展月間・米山月間』
Economy and development monthly
Yoneyama of the community are it month
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例会の記録 ＜10 月 13 日＞
前へ進む力になる、と親父が言っていたような

会長挨拶

気がします。それは女房に対するいいわけでし
ょうけれど、親睦、交流が深まるということが
一番のもとです。櫻木ガバナーのおっしゃるよ
うに、ポールハリスの時代に戻り、数は力、と
いうことです。いま、本当にがけっぷちに立た
されている東金 RC ですが、１０年後にどうだ
ろうか？ということを頭において、今出来るこ
と、漫然と会員拡大だけでなく、いろいろな方

鈴木 康道 会長

法がある。それを出来ることから何でも全員が

みなさんこんにちは。本日は櫻木ガバナーを

その気になって、全員会長でもって今の窮状を

お迎えしての東金 RC です。

脱したい。

先ほどまでガバナーご指導のもと、お話を伺

お忙しい中、ご来賓の皆様、ありがとうござ

いました。それによりますと、私の考えは後回

います。

しにして、櫻木ガバナーの基本方針の中に私の
考えていた部分が少しありました。疲弊した状

幹事報告

態をなんとかして５年後１０年後を見据えたこ

並木孝治 幹事

とを考えておかなければどうにもならない。私

l

が東金 RC にお世話になって１３年目になりま

１５日は成田空港南 RC50 周年記念式典
で、11 時にバスが出発しますので遅れな

す。
私の父親が八日市場でロータリアンでした。

いようお願いします。

そのころ、
私のお袋がこぼしていた話をします。
l

親父は外で酒を飲んで、料理屋で昼間から手を

地区より里山レクのご案内が来ています。
フェローシップ委員会という趣味の集ま

叩いている、それがロータリーで、それで仲間

りがあります。今回は匝瑳市飯高寺ハイ

が増えて商売が繁盛している。お袋はそれを理

キングがあります。回覧します。

解できないのですね。私の父親が生きていれば
l

１１８歳になるのですが、１８９７年生まれで

地区 RLI 第 2 弾が行われます。11 月 21
日 9 時より千葉県青少年女性会館です。

す。

回覧します。

個々の人間が何を頼って世の中に貢献するか、
l

となれば、まず一人では相手にされない。けれ

君津 RC の事例紹介で、中学生との駅前
花上作業が社会奉仕活動として紹介され

ども、ある程度のレベル以上の人間が肩を組ん

ました。回覧します。

で同じ方向を向いていくとある程度の説得力、
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10 日に奉仕プロジェクト委員会セミナ

の方も多いとは思いますが、どうぞご覧くださ

ーに参加します。回覧します。

い。
来年の国際大会の案内がありました。チラシ
ができてきました。5 月 28 日〜6 月 1 日開催

委員会報告

で、2790 地区では 300 人の参加をしたいとい
うお話でした。
地区補助金の申請結果につきまして、東金 RC
は国際奉仕プロジェクトとして、424 ドルをい
ただけることになりました。この申請につきま
しては、1 月ごろに資金管理プロジェクトセミ
ナーがあり、3 月に企画案の提出、4 月に地区
補助金の審査・決定の流れになります。

小久保 良行 広報委員長

10 月 10 日（土）奉仕プロジェクト委員会セ

ゲスト紹介

ミナーに参加しました。職業奉仕、社会奉仕、
国際奉仕の 3 つを合わせての研修でした。社会
奉仕と国際奉仕につきましてご報告させていた
だきます。お手元に当日の資料を配らせていた
だきました。今回は社会奉仕事業アンケートを

土屋俊夫 ガバナー補佐

梶原等 ガバナー幹事

提出しましたが、東金の部分が反映されていま
せんでした。
社会奉仕につきましては、君津 RC の中学生
との花上作業についての事例紹介、
八千代 RC の

古西弘和 ガバナー補佐幹事 千葉 RC 熊野明夫 様

プロジェクト Y、小学校 5 年生を対象にスポー
ツ界を代表する方のお話を聞き、夢に向かって
努力する教育委員会を巻き込んでの事例のお話
がありました。

千葉 RC 並木鷹男 様

国際奉仕については、千葉みなと RC のラオ
ス小学校への机等美品を送るプロジェクト、大

ニコニコ BOX

網 RC のスリランカ支援プロジェクトの事例紹

●ガバナー公式訪問ありがとうございまし

介がありました。資料の通り、里子がオリンピ

た。

ックを連れてきた、という事例です。身近でこ

小林 信雄 会員

●田間区神幸祭無事目出度く終了致しまし
た。

のような国際奉仕に関する活動があり、ご存知
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の会に入っていただき、
会員増強につなげたい。

話

ぜひ皆さんご参加ください。クラブ単位で登録
料をいただき、1 クラブ 3,000 円です。
私はガバナーとして地区内 84 クラブを回ら
せていただき、今日で 40 を過ぎ、半分くらい
のところです。地区内でも、こんなところにロ
ータリーがあったのか、と思うようなところが
ありました。また、どうしてこんな風になるま
で何もしなかったのか、と思うようなところが

櫻木 英一郎 ガバナー

いくつかありました。我々訪問する側が 5 人、

今年度ガバナーの千葉 RC の櫻木です。どう

クラブ側が 4 人ということもありました。平均

ぞよろしくお願いいたします。
先ほど会長さんのお話を伺い、やはり会長さ

年齢が 80 歳というクラブもありました。伝統

んは深く考えているなと思いました。みんなと

があり、古いということだけにすがって体質改

同じ方向を向き、
全員が会長になったつもりで、

善を図らなかった。現在の東金 RC はギリギリ

というのはまさにその通りです。

です。崖っぷちです。全員が会長のつもりで会
員増強をお願いしたい。

会員増強の目的は 2 つありと思います。1 つ

入会した人をロータリアンに育てていくこと

はロータリーの考え方をあらゆる職種の人々に

がクラブの責任です。

広め、その業界の人々に広め、世の中に広める
こと。もう一つは、自分たちのクラブの運営の

私は東金という街に親近感があります。私の

ためです。会費が集まらなければ運営もままな

先祖は江戸時代には東金に住んでおりました。

らない。

お墓が最福寺の山の上にあります。ですから東

また、幹事さんの報告ですが、ちょっと補足

金には親戚も多くおります。故郷のような気が

をさせていただきますと、フェローシップ委員

します。戦国時代は尾張の国でしたが、関ヶ原

会というのを地区に作りました。地区内の各ク

の後こちらに来て、東金に養子に入り、江戸時

ラブを横断的に趣味のグループを作るという趣

代後半に千葉に出ました。

旨です。11 月 13 日にフェローシップ交流会を

先ほどご紹介いただいた際、国際ロータリー

行います。
そこでは 10 個くらいの趣味を上げ、

役員、と紹介していただきました。私は必ずそ

その趣味にご興味のある方はお集まりください、

のように紹介をしてもらっています。どうして

というものです。絵、音楽、カメラ、釣り、二

かというと、ガバナーという役は国際ロータリ

輪車、四輪車、刀など、興味のある人はクラブ

ーの会長から与えられているのです。国際ロー

関係なく集まりましょう、仲間意識を作りまし

タリーは世界中に 3 万４千のクラブを 538 ブ

ょう。ゆくゆくはロータリアンでない方も趣味

ロックに分け、それを地区と呼んでいます。地
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区に一人ずつ役員を配置し、地区の中に国際 RI

を見ますと、本来は第２条のところに「名称」

の方針や組織規程を浸透させるためにガバナー

と書いてあり、
そのわきにかっこして選択する、

という役を置いています。ガバナーという役に

となっていて、選択肢が２つあります。その２

付く人選は地区の中で行います。私はガバナー

つの選択肢の頭に□が書いてあります。１つを

ノミニーになった時に２年後のガバナーとして

選択するという意味は、選択をしたところにチ

地区から推薦されました。それを国際 RI 会長が

ェックを入れるという意味です。洗濯をしなか

許可をし、ノミニーが確定します。ノミニー年

ったところは削除するのではなく、残す、とい

度の６月に国際大会があり、世界中の５３８人

うのが正しい定款の書き方です。ほかも同様で

のガバナーノミニーが、２年後のガバナーにし

す。定款というものは、このクラブで足したり

てよいか、という選挙を受けます。選挙を受け

消したりしては行けません。これは世界統一の

て選ばれた、信任投票ですが、エレクトされる

ものです。足してよいのは、クラブの名前、東

とガバナーエレクトになります。だから、ガバ

金ロータリークラブ定款、という風に東金と入

ナーは正式には国際 RI の管理役員となります。

れてよい。消してあるところに何が書いてある

管理役員の意味は、国際 RI 会長から地区を任せ

かというと、インターネットクラブのことが書

る、
と言われた役であると解釈をしております。

いてあります。世界にはインターネットクラブ

これは決して地区内のクラブの連合会長ではあ

や衛星クラブもあります。世界 3 万４千のクラ

りません。クラブの連合会長ならば、地区会長

ブには３つの形態があり、同一の定款を持たせ

と呼ばれるわけです。しかしガバナーという名

るため、３つの選択肢を入れチェックを入れる

称は、管理者という意味です。国際 RI 会長から

ようにしています。これの意味は、定款を守る

管理を任されている、というわけです。

ことに尽きるのです。その理由として、認証状

一番話題になるのが、定款です。活動計画書

を見るとわかります。このクラブができるとき

を全部ご覧いただくと、ロータリーのことがほ

に認証式が行われます。国際 RI からガバナーに

とんどわかります。クラブのことも分区の土屋

渡され、特別代表に渡され、設立会長に渡され

補佐のコメントもありますし、地区のこと、RI

る非常に重要なものです。これに何と書かれて

のことも書いてあります。これを３回読めばロ

いるかということ、あなたのクラブの役員と会

ータリーのことは随分わかります。ぜひ、端か

員はこの認証状を受け、国際 RI の定款と細則を

ら端まで３回読んでいただきたい。定款のペー

順守するという条件で、国際 RI 加盟会員として

ジが６８ページにあります。東金 RC 定款、と

認める、と書いてあります。国際 RI 加盟会員の

書かれています。残念ながらこの定款が１０

東金 RC は定款を守らなければなりません。定

０％正しいものではない、
というお話をします。

款を守るとは、定款の扱い方を守るということ

どこが違うのか、第２条と第３条と、第６条、

です。

第９条です。どう違うのかということ、第２条
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クラブ協議会

クラブ協議会では、櫻木ガバナーが各会員からの質問に対して丁寧にお答えくださいました。また、
土屋ガバナー補佐からは、会員増強に関するゲームの理論を用いた斬新なアイディアの披露があり、場
を沸かせていました。

第 2711 回

例会の記録 ＜10 月 15 日＞

成田空港南 RC 記念式典 於：成田ビューホテル

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。

会員数

出席率

コイン BOX

電話 0475-52-1101 / FAX 050-3730-2559

22 名

94.44％

1,500 円

出席率

Email: info@togane-rc.jp
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10 月 13 日

