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国際ロータリー第 2790地区 第 7グループ  

 
東金ロータリークラブ会報 
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第 61 巻第 5 号 通巻第 2836 号 

第 2864 回 例会 

2019 年（令和元年）8 月 8 日 

会員増強・新クラブ結成推進月間 

12:30 点鐘 商工会議所 4 階例会場 

 

2019～2020 年度 

国際ロータリーテーマ 

ロータリーは世界をつなぐ 

国際ロータリー会長 

     マーク・ダニエル・マローニー 

第 2790 地区ガバナー  諸 岡 靖 彦 

第７グループ 

ガバナー補佐  堤   正 広 

会長 中 村 隆 則 

〃      幹事 小 林 清 益 

 

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 

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 

 

ガバナー公式訪問 

卓話 

 

ニコニコ BOX 発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

 

中村 隆則 会長 

「君が代」 

「奉仕の理想」 

小林 清益 幹事 

かしま 

中村 隆則 会長 

小林 清益 幹事 

 

 

諸岡 靖彦 ガバナー 

 

親睦委員会 

管理運営委員会 

中村 隆則 会長 
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会長挨拶 

中村 隆則 会長 

昨日関東地方に例年より１０日ほど遅い梅

雨明け宣言が発表されました。発表されるや

いなや全国各地で数多くの熱中症患者が報告

されています。皆さんも十分にご注意くださ

い。さて私は２月から３月にかけて成田にお

いて会長エレクト会議に参加しましたがその

中でブロック毎の会議がありました。そこで

まずテーマとなったのは会員増強でした。そ

の次には会員同士の年齢差です。特に都市部

では若手の会員が多くベテランとの関係で会

の進め方に大きな課題があるとのことでし

た。３つ目に卓話のあり方、４つ目に奉仕活

動、５つ目に会のあり方ということが話題に

あがりました。いずれも当会に当てはまるこ

とでもあり、毎回の例会をより充実させるた

めにも今後皆様と時間をかけてじっくりと検

討していく課題であると思います。是非ご協

力をお願いします。 

 

幹事報告 

１ 次回は８日にガバナー公式訪問となり

東金ビューRCとの合同開催となりますので全

員の出席をお願いいたします。 

２ 8月の理事会は諸行事の関係で27日の例

会前に予定しています。新会員についてはこ

の理事会に間に合えば60周年の記念例会時に

承認入会となりますので新会員紹介について

積極的なご協力をお願いします。 

小林 清益 幹事 

３ ポリオ撲滅運動協賛のピンバッジをお配

りしました。国際ロータリーではこの運動を

推進し一定の成果をみていますが、世界をみ

ると根絶どころが微増しているとの報告もあ

ります。ロータリーとしては今後も更にこの

運動を継続していきますので皆様にも積極的

なご協力をお願いいたします。 
 

ガバナー補佐卓話 

次回のガバナー公式訪問を控え事前訪問

ということで参りました。よろしくお願い

します。私は昨年度ガバナー補佐エレクト

ということで補佐会議に８回、会長エレク

ト研修セミナーに２日間、また地区協議会

等に出席しましたので諸岡ガバナーの今年

度の方針や地区運営の考え方等についてお

話しをしたいと思います。 

さて、令和最初のロータリー年度が始ま

りました。平成時代の３０年間は歴史上 

 

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2863 回 RC 例会の記録 ＜7 月 30 日＞ 
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     堤 正広 ガバナー補佐 

大きな転換点となる節目を越えてきたよう 

に思います。1989年11月ベルリンの壁崩壊

とともに冷戦時代が終結しましたが、その

後思ってもみなかった政治的社会状況が現

れました。世界情勢も身近な社会の状況に

も格差と分断が進んでおり、国内では1990

年株価大暴落に端を発した金融危機、バブ

ル崩壊や産業再編に至る未曾有のデフレ局

面、最近のアベノミクスという政府と日銀

の金融財政総動員政策の元に経済成長が復

活した局面、湯水のように市場にマネーを

投じるにもかかわらず思い通りに経済が浮

上しない今の局面のように混沌が進んでお

ります。1995年1月の阪神淡路大震災に端

を発し、その後中越地震、東日本大震災、

熊本地震、北海道胆振東部地震、また最近

の異常気象による豪雨災害を初めとする自

然災害が全国各地で多くの犠牲者を出しま

した。少子高齢化社会、働き方改革などが

叫ばれておりますが上手く適応できず人手

不足は深刻さを増しており見えないところ

で地域社会の空洞化が進んでおります。ロ

ータリーを巡る状況にもそれらは大きな影

を落としております。RIマローニー会長は

先の国際協議会で会員増強が直近20年間で

足踏みを続けてきていることに強い危機感

を表明しておりかつてないほどに分断され

ている社会を再び結びつける力はロータリ

ーにこそある、「rotary connects the world

ロータリーは世界をつなぐ」その役割を担

うのは私たちロータリアンです。世界では

比類なき基板を有するロータリーを通じて

人類の素晴らしい多様性とつながり、奉仕

と友情を通じて社会の人々とつながりロー

タリーを成長させ新しい会員モデルを作り

入会への新しい道を拓き、新しいニーズに

適うロータリークラブとロータアクトクラ

ブを作りましょう。これがマーク・ダニエ

ル・マローニー会長の悲願です。諸岡ガバ

ナーからは「会長」はクラブで直接話をさ

れるのでその機会を大切にしていただき、

例会、クラブの各会、そしてクラブの事

業、親睦活動や奉仕活動あるいはクラブ内

の協議の場でのお話しをする機会を大切に

していただきたいと思います。特に例会で

は会長の挨拶の時間の中で会員に語りかけ

ていただき、特にお願いしたいのはロータ

リーの月間のテーマであります。またその

時々のロータリーの最新情報を、今の最新

情報であれば規定審議会でしょう。規定審

議会は3年に一度のロータリークラブのそ

れぞれの定款に影響のある項目を審議する

ことにあります。山田パストガバナーがア

メリカから帰国し本日報告会があります。

どのような時期から反映させていくかとい

う課題もあります。これについては山田パ

ストガバナーを中心に情報が整理されてく

ると思いますのでその情報はいち早くお伝

えいたします。それに関してはガバナー事

務所に問い合わせてください。ロータリー

の情報についてはロータリーの友を詳しく

お読みください。地域の課題については会 
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長・幹事会を有効に活用してください。

まずはクラブ内、グループ内そして地区内

でのコミュニケーションを確実にこなすと

いうことがガバナーからのお願いです。 

次にガバナー公式訪問ですが、クラブか

ら提出いただいたクラブ活動計画書に基づ

き、例会の前にクラブとの懇談会を実施し

ます。例会の中では卓話を行います。国際

ロータリーの状況説明の他、地域ロータリ

ーの話題にも触れる予定です。その後クラ

ブ協議会の中でクラブの委員会の状況につ

いて説明をいただくことになっています。

特にクラブを元気にするというテーマに基

づき質問させていただきます。 

ロータリー情報研修会についてですが、

その中でどうしたらクラブが元気になるか

について議論していただきます。地区の有

識者に基調講演を行っていただくとか、パ

ネルディスカッションを行ってみるとか、

様々なトライの中で元気になる方策を探っ

てください。 

下半期には IMを企画して地域との繋がり

を深めるとともにロータリーの活動を地域

にご理解いただけるよう工夫をお願いしま

す。また積極的に外に出てロータリーをよ

り知っていただけるようなロータリーデー

を企画してみてください。 

次に当地区の目標ですが、地区3000名の

会員、300名の女性会員、30名未満クラブ

の基盤強化、3クラブの新設といたしまし

た。これを中期的な目標として捉えていき

たいと考えています。特に女性会員は現在

約200名でこれを100名増員することはク

ラブの多様性を作っていくことにも繋がる 

と考えています。更に新しい分野にも会員

が増えるようにお取りはからいをお願いし

ます。会員を増強しまた各クラブの目標を

達成することによりロータリーの各種表彰

を目指してください。また各会員にマイロ

ータリーの登録・認証を推奨してくださ

い。また財団と米山に対する寄付のお願い

です。これは将来的にはクラブへの補助金

として還元される仕組みとなっており、第

二の奉仕ともいわれる寄付に対して積極的

な取組をお願いします。併せてロータリー

カードについても理解を深め活用を検討し

てください。これらいろいろのお願いは各

クラブが元気になってこそであります。会

員増強・地域との連携を軸に戦略的に会の

運営を行っていただきロータリーから千葉

を元気にしていきたいと思います。 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

7月30日 

出席会員数    17名 

出席率      85.00% 

コインBOX    1,661円            

ニコニコBOX   (堤ガバナー補佐）    

        (髙橋ガバナー補佐幹事)               

8月・9月の予定 

8月 
8日 ガバナー公式訪問 

27日 例会・卓話、お誕生祝い 

9月 
3日 理事会(11：30～)、例会、お誕生祝い 

10日 創立６０周年記念例会(エストーレホテル18:00) 

17日 祝日週休 

24日 ロータリー情報研修会 


