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報 告
１．第１回理事会が7月5日に開催されましたので
報告をいたします。
①本年度の会費について(1ドル＝111円)＊承認
上期年会費
85,000円
RI分担金(36ドル)
3,996円
地区分担金
12,625円
グループ分担金
3,500円
R財団寄付(75ドル)
8,325円
R財団寄付/ポリオ(15ドル)
1,665円
米山奨学会
7,500円
ロータリーの友
1,320円
周年特別基金
8,000円
青少年交換事業基金
2,000円
合計
133,931円

0名 52.63 ％

岡野

下期年会費
RI分担金(35ドル)
地区分担金
グループ分担金
R財団寄付(75ドル)
R財団寄付/ポリオ(15ドル)
米山奨学会
ロータリーの友
周年特別基金
青少年交換事業基金
合計

祐会長

本日、2790地区2021～2022年度梶原ガバナーを
始めとする役員・スタッフの皆様、ようこそ君津
RCへいらっしゃいました。
また、本日のガバナー公式訪問が地区内一番の訪
問という事で大変光栄に感じております。
そして、当クラブにおいては鈴木ガバナー補佐を
輩出しており、今年度が始まる前には事前打ち合わ
せ準備が早いうちから行われ、自分としても非常に
緊張感を持ち、そして十分な準備ができた事を大変
感謝しております。
これから、ガバナーを交えての例会、クラブ協議
会です。例会では梶原ガバナーからの貴重な卓話が
あります。クラブ協議会では有意義な時間を過ごし
たいと思います。梶原ガバナー、会員の皆様、本日
はよろしくお願いいたします。

事務局
〒299-1144君津市東坂田1-3-3-304
Tel:0439-52-8882
Fax:0439-27-0622
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（敬称略）

会長挨拶及び報告

例会場

毎週月曜日
12:30PM～13:30PM
ホテル千成
Tel:0439-52-8511

85,000円
3,885円
12,640円
2,500円
8,325円
1,665円
7,500円
1,320円
8,000円
2,000円
132,835円

＊但し、下期はレートの変動により若干の変更あ
り
②2020-21年度決算書及び2021-22年度予算書に
ついて異議なし
③取り引き先、銀行指定について
千葉銀行 君津支店(会計：藤代会員)
④会計監査の選任について(2021-22年度)
千葉信用金庫 松浦会員
前年度幹事 福田会員

国際ロータリー 会長
ガ バ ナ ー
ガ バ ナ ー 補 佐

シェカール・メータ
梶 原 等
鈴木 荘一

会
長
会長エレクト
副
会
長

岡
武
遠

田
田

野
祐
富士子
祐 治

幹
編

事
集

佐々木
原 田

昭
健

博
夫

⑤退会会員・新入会員及び委員会所属について
退会会員 阿部正雄会員(6月末付)
別府会員(7月1日付)
新入会員 秋元直樹会員
(公共イメージ向上委員会）
馬場孝弘会員(社会奉仕委員会)
⑥年間プログラム変更について
活動計画書確認 → 承認
＊50周年記念式典の会議を追加
⑦出前教室開催方法について
＊八重原中学校より、コロナの影響で開催でき
なかった昨年度の1年生と今年度の1年生を
合同で開催して欲しい
→開催する方向で検討する
＊坂田小学校より出前教室の依頼があったが、
周西中学校に進級する生徒なので、同じ生徒
対象となるが要望が強いため再度協議する
⑧米山奨学生への奨学金について
廣田カウンセラーより
8月に帰国するため7月来訪時に8月分の奨学金
も一緒に渡したい。また、帰国に費用がかかる
ため、会員より募金をお願いする
⑨戦略計画委員会について
どのように進めていくか、ガバナー公式訪問時
にガバナーに確認しつつ進めていく
⑩ガバナーノミニ―・デグジネート候補者推薦に
ついて
今年度は補佐を輩出しているので、見送りする
⑪理事会での飲み物(水)について
観光協会で取り扱う、君津(久留里)の水を利用
する(108円/税込)
⑫令和3年度千葉県「ダメ。ゼッタイ。」国連支
援募金の協力について
7月中の例会にて受付に募金箱を設置する
⑬君津市チャリティ―ゴルフ大会の後援及び委員
について
例年通り後援し、委員は現幹事(佐々木幹事)
⑭君津地方中学校英語スピーチコンテスト後援に
ついて
例年通り、1万円の後援

⑮第一回クラブ協議会開催(ガバナー公式訪問日)
について
今年度は当クラブ単独開催
タイムスケジュールは事前に例会場にて配布し
会員に共有する
⑯直前会長・幹事慰労会開催について
7月19日(月)
場所：ホテル千成 時間：18時～
コロナ禍のため会員のみで開催
ホテル千成へ御礼(1万円)
⑰事務局コピー機について
引き続きリース契約継続
(年間税込5,995円/税込)
⑱甲府東RC初例会へ祝電について
例年通り1,000円の押し花電報とする
⑲当クラブの通帳保管について
千葉銀行の規定で、お客様の通帳は預かれない
とのことで事務局にて保管する(金庫)
⑳その他
次回理事会は、8月2日(月)例会前11時30分
場所：ホテル千成
２．今年度地区補助金の決定のお知らせが届きまし
た。本日回覧しておりますが、内容は「君津
市立周西南中学校、周西小学校への楽器等の寄
贈及び演奏会へのボランティア参加」です。
詳細が決まりましたらご案内しますので、会員
の皆様、ご協力宜しくお願いします。
３．地区役員委嘱状が秋元秀夫会員に届いていま
す。本日、梶原ガバナーが来訪されていますの
で、梶原ガバナーよりお渡しいただきたいと思
います。

４．今年度第一来訪ロータリアンは、国際ロータ
リー第2790地区梶原ガバナーです。記念品をお渡
しします。
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佐々木昭博幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム（裏面クラブ協議会次第）
２．2021-22年度活動計画書修正シール
３．かずさFMより地域情報誌
〈報 告〉
１．次週例会(7月19日(月))は夜間例会です。
点鐘18時
場所：ホテル千成
＊例会前17時15分より、50周年記念実行委員会が
開催
〈回 覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．日本のロータリー100周年記念誌の購入について
４．ロータリー日本100年史の購入について
５．バギオだより(7月号)
６．君津市交通安全対策協議会よりお知らせ
「飲酒運転による交通死亡事故に係る緊急対策につ
いて」

ガバナー卓話

国際ロータリー第2790地区
梶原 等ガバナー
地区のリーダーシッププラ
ンについて話をさせていただ
きます。昨年度はグループの
再編、ガバナー補佐の選出の
件で色々お騒がせしました。
改めて、2790地区を整理しま
しょう。
当地区は1951年、東京RCを
スポンサーとして千葉RCが設
立され、その後県内各地にクラブを作り展開してきま
した。それから70年が経過しました。会員数のピーク
は1997年に4337名を数え、クラブ数ではちょうど2000
年に85クラブが存在しました。今はどうかと言います
と2021年7月1日現在、会員数は2665名、クラブ数は82
クラブです。この一年で60数名の退会がありました。
そこで地区は戦略計画委員会を立ち上げ、ガバ
ナー、エレクト、ノミニー、デジグネート、更には直近
のパストガバナーとでメンバーを構成しました。地区
事務所の課題や、グループ再編の件、あるいは地区と
して取り組むべき各種プロジェクトについて話し合っ
て方向性を検討しています。地区としての課題は何と
言っても各クラブの会員数の維持拡大とクラブの強化
です。それには地区リーダーシッププランDLP、クラブ
リーダーシッププランCLP、クラブ戦略計画や地区戦
略計画があります。
昨年より引き継いだ課題にはガバナー補佐の負担
の平準化やグループ再編、ガバナー補佐任命に関する
事です。昨年は周知不足により大きな混乱になり、グ
ループ再編は延期に、そしてガバナー補佐の選出に関
しては課題が残っています。そして、地区グループの
再編会議では今年度中に具体的な案を示し、それを各
クラブへ周知し、具体的なアクションに結びつけるた
めの準備をします。そして2022-23年度には地区内へ
周知し、広域的なクラブ間の交流を図ります。2023-24
年度には再編実施に向け一定の方向性を示します。
具体的には地区内を4つのブロックに分け、ガバナー
補佐同士が横の連携を取りやすくすると共に、そのこ
とによりガバナーとの綿密な連携も発生する事から、
ひいてはクラブの活性化に役立てていきます。又ガバ
ナー補佐の選出がもっと自由に柔軟になる事が望まれ
ます。これらを今年度各クラブと協議してまいります。
《地区 リーダーシップ・プラン》
DLPには以下の役職者に明確な責務と任務がありま
す。
「ガバナー補佐」「研修リーダー」「地区委員長」
「クラブリーダー」
DLPによれば、ガバナー(エレクト)はガバナー補佐を

任命し、そのガバナー補佐が担当するクラブを決め、
そのクラブ群をグループと呼びます。ガバナーに変
わって担当するグループ群のゼネラルマネージャーRI
や地区の意向などを具体的に各クラブへ向けて発し、
サポートすることが役割です。
《ガバナー補佐の役割(ミッション)》
１. 会員増を見据えた会員拡大計画(戦略)を具体的に
２. 財団・米山への寄付地区目標に関する対応と周知
徹底
３. クラブ奉仕プロジェクトについて具体的サポート
４. 中期・長期計画(クラブ戦略計画)の策定
５. 例会の出席率向上・クラブ会員基盤の向上
６. 女性会員・ローターアクター等の交流活性化
７. クラブの長所(注目ポイント)を強化します！
～2021年度ガバナー補佐の方々に依頼～
●ロータリー地区情報研究会
新会員に職業奉仕を示しましょう！
●IMは「地区会員基盤向上セミナー」として奉仕プロ
ジェクトや会員増強のインパクトのある事例を皆で
学びましょう
●2つ以上のグループで広域的な集まりを！！
●環境美化プロジェクト・ポリオ根絶及びコロナ終息
祈願・ロータリー広報公共PJ
《2021-22年度 2790地区 スローガン》
Love Other Spirit
～繋ごう次世代へ夢のある未来に向けて～
ロータリーの基 本は職業奉 仕です。しかし今は
TAKE・ACTIONの時代になりました。ベテランのメン
バーは若いメンバーに職業奉仕を伝え、ベテランメン
バーにはTAKE・ACTIONを理解してもらう。これが
ロータリーを輝かせ次の世代に繋ぐ事です。
私の職業奉仕は、職業は建築設備設計、今はロータ
リーで培った経験が会社の若い社員を育てることに繋
がり、業界団体の役職を受け、県や国との連携も行っ
ています。これらはほぼ同業・近い業種のクラブの先
輩が背中を見せてくれたからです。職業でも次の世代
に繋ぐために奮闘中です！
《国際協議会場内の懸垂幕の標語》
以前は、「ENTER TO LEARN GO FORTH TO
SERVE」(入りて学び、出でて奉仕せよ)(1947-48年度
S.ケンドリック ガーンシーRI会長テーマ）でした。
今は、「JOIN LEADERS EXCHANGE IDEAS
TAKE ACTION」(リーダーたちが集まり、アイデアを
出し合い、社会のために行動しよう)です。

《ロータリーのビジョン声明》
私たちロータリアンは世界で、地域社会で、そして
自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、
人々が手を取り合って行動する世界を目指します。
《ロータリーの戦略的優先事項と目的》
１. 「より大きなインパクトをもたらす」
２. 「参加者の基盤を広げる」
３. 「参加者の積極的な関りを促す」
４. 「適応力を高める」
そのためには…“大きな意識改革が必要なのです”
いつの間にか国際ロータリーも組織運営の在り方を
見直す時期に来たようです。
100年続いた地区制度を刷新する様子「Shaping
Rotary‘s Future “SRF” ロータリー未来形成」
・2018年7月にSRF委員会が発足
・2020年12月に発表され2030年から改編案実施予定
《国際ロータリー“未来形成”(SRF)について》
国際ロータリーは100年以上続いた地区制度を見直
し、言語圏や文化圏等に分割した約40のリージョン
(Region)に分かれ、1リージョンには30～40セクション
(Section)、世界に1500 のセクションが生れまれるとい
います。構想では日本には102のセクションが生れる予
定です。
セクションにはセクショナルリーダー(選挙で選出)、
リージョンにはリージョンカウンシル(選挙で選出)があ
ります。
時代は変革期を過ぎ、既に新しい時代へ突入してお
ります。ロータリーも新しい変化に対応していかなけれ
ばなりません。時代の先を進まなければなりません。
次の世代に夢を繋いでいくのは“Mover'S(変革者)”であ
る私達なのです。
《ロータリーの本質は？(service fellowship)》
私達が向かう先は？(輝く未来)
本質は決して忘れず、形の変化は恐れずに柔軟に！(多
様性：Diversity)
胸を張って“ロータリアン”として活動しよう！！地域に
頼られるロータリー！
多様性：Diversity・公平さ：Equity
開放性：Inclusion
流石ロータリー、ロータリアンと言われるために！(高潔
性：Integrity)
《私の職業奉仕》
これを個々のロータリアンが語り合おう・伝えよう！
流石ロータリアンと思われる様に自信をもって行動し

よう！
《2021-22 国際ロータリーテーマ》
SERVE TO CHANGE LIVES
奉仕しようみんなの人生を豊かにするために
奉仕とは自分が住むこの空間に支払う賃貸料
Serve is the rent I pay for the space I occupy on this
earth.
Live for others 他の人のために生き
Care for others 世話をし
Serve others
奉仕する事
《ヴィヴユーカーナンダ インドの宗教家》
誰かを助ける時その人に恩を施しているとは考えな
いでください。実際にはその人たちがあなたに恩を施
しているのです。私たちが世界から預かった恩恵への
恩返しの機会を与えてくれています。
人生では与えるもの、“つかえる者”になりなさい。与
える時もつかえる時も常に謙虚であり“与えさせて頂け
ますか”。“つかえさせて頂けますか”とお願いをする気
持ちになりなさい。誰かのために生きてこそ人生は価
値がある。Only a life lived for others is a worthwhile.
《会員増強》
Each One Bring One.
つまり会員一人が一人を入会に導きましょう。目標
は、120万人→130万人へ17年間で達成できなかった事
を17か月で達成させることです。
《女子のエンパワーメント》
世界の中には女子という事で差別や不利益を強いら
れていることがあります。女子の教育、健康、経済的
発展のスキルを与えましょう。女性ロータリアンの活躍
が国際社会を変えていきます。日本のロータリーは女
性メンバーにもっと機会を与えていきましょう。
《ロータリー奉仕デー！》
2つ以上のRC、RAC、IACが参加し、25％は市民団
体や地域の人々の参加を促しましょう。ロータリー7つ
の重点項目で奉仕活動を行いましょう。
最後にもう一度シェカールメータ会長の言葉を確認
します。
船は港に居れば安全です。船の目的は港に居る事で
はありません。大海に出てこそ船の目的が成就される
のです。変革者である我々は冒険でありメンテナンス
ではありません。私達は奉仕し、みんなの人生を豊か
にするためのパワーと魔法を持っています。
TAKE・ACTION ＆ CHALLENGE
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岡野
祐
梶原ガバナーを始めとするご来訪
いただいた皆様本日はありがとう
ございました。会員の皆様もご出
席いただきありがとうございまし
た。
佐々木昭博
本日のガバナー公式訪問。梶原ガ
バナーを始めご来訪いただいた皆
様、誠にありがとうございまし
た。
大川 裕士
梶原ガバナー様はじめご来訪ありが
とうございます。役員懇談会、大変
勉強になりました。ありがとうござ
いました。
髙橋 雄一
皆様、暑さがだんだん増して来ま
す。お身体ご自愛ください。夏は始
まったばかりですね！！
藤代 公成
不安定な天気が続く日々ですが、元
気に明るく活動していこうと思いま
す。
秋元 ゆかり 国 際 ロ ー タ リ ー 第 2 7 9 0 地 区 ガ バ
ナー 梶原等様、地区幹事長 佐々木
高治様、千葉RC 田中昌夫様、鈴木
定徳様、ご来訪ありがとうございま
した。
鈴木 荘一
梶原ガバナー、佐々木幹事長、千葉
RC 田中様、鈴木様、ご来訪ありが
とうございます。
松浦 広樹
梶原ガバナー、ご来訪ありがとうご
ざいます。
坂井 佳代子 皆さんこんにちは。梶原ガバナーは
じめご来賓の皆様、ようこそ君津
ロータリークラブへいらっしゃいま
せ。また、梶原ガバナー卓話をあり
がとうございました。
山内 雅夫
もうすぐ梅雨も明け、本格的な夏と
なりそうです。元気と明るさで暑さ
を乗り越えていきましょう。
内山 貴美子 梶原ガバナー、佐々木地区幹事長、
田中様、鈴木様、本日はご来訪あり
がとうございます。君津ロータリー
クラブは今年50周年を迎えます。
皆で力を合わせ、これからもずっと
100周年を目指し頑張っていきたい
と思いますので、ご指導、応援よろ
しくお願いいたします。
阿部 輝彦
過日、ご案内いただいた宮下川沿い
のニッコウキスゲ、黄色く鮮やかに
咲き誇る様は心安らぐひと時でし
た。内山さん、ありがとうございま
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浩司
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原田

健夫
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玉作

朋之
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知美

した。
来訪者の皆様、ようこそ君津ロータ
リークラブへ。本日はよろしくお願
いいたします。
梶原ガバナー並びに田中様、鈴木
様、ようこそ君津ロータリークラブ
へ。今にも梅雨明けしそうな良い天
気の中ありがとうございます。
君津市は幸いにも蔓延防止対象は解
除されましたが、引き続き気を引き
締めていきます。
梶原ガバナー卓話ありがとうござい
ました。梅雨明け間近となり、暑さ
が厳しくなりますが、お互い健康に
は留意してまいりましょう。
梶原ガバナー、佐々木幹事長、本日
はようこそ君津RCへ。1年間どうぞ
よろしくお願いいたします。
もうすぐ梅雨も明け、暑い夏がやっ
てきます。体調管理をしっかり行
い、熱中症にならないようにしま
しょう。
梶原ガバナー、佐々木地区幹事長、
並びに千葉RC 鈴木様、田中様、君
津RCへようこそ。本日はよろしく
お願いいたします。
今日は良い天気になりました。ガバ
ナー公式訪問お疲れ様です。岡野会
長、皆様、1年頑張っていきましょ
う。
梶原ガバナー、卓話ありがとうござ
いました。気温の変化が激しいので
体調には十分気を付けたいと思いま
す。
本日はガバナー公式訪問お疲れ様で
した。梶原ガバナーありがとうござ
いました。
梶原ガバナー、ご来訪ありがとうご
ざいます。本日は卓話、クラブ協議
会よろしくお願いいたします。
梶原ガバナー、ご来訪ありがとうご
ざいます。ご指導よろしくお願い申
し上げます。先般の実母の葬儀に対
して、丁重なるご配慮ありがとうご
ざいました。おかげ様で厳かに見送
る事ができました。
梅雨明け間近と思います。暑くなり
ますので、熱中症に十分用心くださ
い。
梶原ガバナー、貴重な卓話ありがと
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福田
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中野

うございます。話は変わりますが、
蔓延防止が解除されてほっとしてい
ます。これから色々と良い方向に向
かうといいな。
倖
梶原ガバナー、ようこそ君津へ。1
年間ご指導よろしくお願いいたしま
す。
寛明
梶原様、佐々木様、田中様、鈴木
様、本日はご来訪いただきありがと
うございました。
常雄
梶原ガバナー、卓話ありがとうござ
います。
秀一
梶原ガバナー、佐々木地区幹事長、
そして千葉ロータリークラブの田中
様、鈴木様、ようこそ君津ロータ
リークラブへおいで下さいました。
1年間、ご指導の程よろしくお願い
申し上げます。
裕
本日、2790地区ガバナー訪問、梶
原ガバナーはじめ皆様、よろしくお
願いいたします。近年、毎年のよう
に豪雨による土砂災害が発生します
が、長期的な気候変動に人工的な開
発が加わり、バランスが崩れてい
るのでしょうか。熱海の場合、"盛
り土"に対して何らかの対応が必要
だったとの事になりそうながら。
慎
梶原ガバナーをはじめご来訪ありが
とうございます。
潤一郎 梶原ガバナー、佐々木地区幹事長、
ご来訪ありがとうございます。今年
度は鈴木ガバナー補佐ともどもお世
話になります。今後ともよろしくお
願いいたします。
順也
梶原等ガバナー、地区幹事長 佐々
木様、千葉RC 田中様、鈴木様、よ
うこそ君津RCへ。本日はありがと
うございました。
秀夫
お誕生日の品いただきました。あり
がとうございました。
雅博
国際ロータリー第2790地区 梶原等
ガバナーをはじめとする千葉RCの
皆様、ようこそ君津ロータリークラ
ブへお越しいただきありがとうござ
います。我々も同じロータリークラ
ブの仲間として、これからもロータ
リー精神で共に頑張ってまいりま
す。
賢二
いきなりですが、やって欲しい企画
があります。「四つのテスト」は四

秋元

政寛

坂本

直樹

石川

偉夫

つですが、「五つのテスト」に変更
するとしたら、あなたは五つ目にど
んな文章を入れますか？みたいな企
画です。
梶原ガバナー、本日のご来訪ありが
とうございました。
梶原ガバナー様、佐々木地区幹事長
様、千葉RC 田中様、鈴木様、本日
はご来訪ありがとうございます。
新年度になり、役員も新体制となり
ました。気持ちも新たに1年間頑張
りましょう。もう少しで梅雨明けで
すが、暑さに負けず健康管理に気を
付けていきましょう。
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