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達の為に何かできないか、常にそう思う超我の奉仕
の心を持ったロータリアンであり続ける為に、歩み
を止める事は出来ません。
例会場は変わりますが、今後のクラブ運営には会
員皆様の更なるご協力を宜しくお願い致します。
令和4年3月28日、例会場千成。締めの会長挨拶
とさせて頂きます。
会

長

報
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１．3月26日(土)ホテルザ・マンハッタンにて、第2
回会長エレクトセミナーが開催され武田会長エレ
クトが出席されました。お疲れ様です。
次週、次年度タイムにて報告をお願い致します。
２．RLI(partⅡ)に出席された谷会員に、終了証が
届いておりますのでお渡し致します。

祐会長

いよいよ本日をもって千成での例会が最後となり
ます。いつからここ千成で例会が始まったのでしょ
うか。1995年～1996年度、平成7年、今から27年前
です。会長が斉藤さん、幹事が三浦さん年度に君
津クラブの閉鎖となり平成7年7月に千成での例会
がスタートしました。当時の週報で、先代坂井さん
が「定例会場としてお世話になります。」とのニコ
ニコがありました。当時入会されてた方は、秋元さ
ん、吉野さん、釼持さんです。僕は千成さんとの関
係はまだ日が浅く多くは語れませんが当時の事や思
い出等先輩達にお話しを伺えられたらと思います。
一つだけお話をさせて頂ければ、やはり先代坂井
さんでしょうか。いつも夜間例会になると両手に日
本酒とワインを持って、「たくちゃん飲もうよ」と
嬉しそうに近寄って来る姿がとても印象的でした。
何か一つの時代が終わった感じがしますが、今年
度僕がテーマにした「原点に帰り、新たなる出発」
例会場が変わるという事は、正しく新たなる出発で
はないでしょうか!!
私達はこれからどんな困難に陥ろうとも、世界に
はもっと困難に見舞われている人がいます。その人
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〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ロータリーの友(3月号）
〈報 告〉
１．次回例会前11時30分より第10回理事会を開催し
ます。理事の方はご出席下さいますようお願いしま
す。
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〈回 覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．地区大会記念ゴルフ大会の出欠について
４．RYLAセミナー出欠について
５．第7回日台ロータリー親善会議福岡大会の出欠につ
いて
６．ロータリー災害救援基金のお願いについて
７．第5グループ親睦ゴルフ大会の出欠について
８．例会場引越しのお手伝い募集の案内
委員会報告
公共イメージ向上委員会
「ロータリーの友紹介」

茂田 秀和会員

ロータリーの友3月号の紹介を
します。盛りだくさんの内容で
すが、皆さんにまず、読んでほ
しい記事は、2人のRIリーダーに
ついての記事です。
まずは一人目、横組 5Pの本
年度RI会長シェカール・メータ
さんのメッセージです。この方
のキーワードは「Change」とい
う事で、メンバーに対しても「チェンジメーカーの皆さ
ん」という声掛けをしています。
ここ(ステージ中央にある2021-22RIテーマ)にも掲げ
ている、「serve to change lives」と、日本語訳にはチェ
ンジが出てきませんが、使っています。直訳すると「人
生を変えるために奉仕する」ですが、ここでのチェンジ
は「豊かにする」チェンジなのですね。日本語に訳した
のはどなたなのか分かりませんが、すごいですね。
このメッセージでは、新型コロナの世界的なパンデ
ミックに触れ、『このパンデミックを、「みんなの人生
を豊かにするために奉仕する」チャンスとして生かす
未来を、を心待ちにするべき』とまとめています。
チェンジするチャンスにチェンジする。とずいぶん哲
学的な、考えさせられるメッセージです。
また、女児(女の子)のエンパワメントに対し、多くの
ロータリーがプロジェクトを実施していることが書いて
あります。なかなか取り上げられないテーマの一つで
ある様に感じましたが、よくよく見てみると、地区の運
営方針にも入っていました。勉強になりました。
次に、もう一人のリーダーについてです。
横組 16Pから21Pにあります2022-23年RI会長ジェニ
ファー・ジョーンズさんへのインタビュー記事です。
初めての女性RI会長ということです。
本文の中で、「女性だから選ばれたのではなく、会
長にふさわしい資格を持っていたから選ばれた。女性

会長は、多様性を表す一つの形で、そこに至るまでに
117年かかったというだけ。」とあります。
そこで、多様性について語っています。(19P左下段)
思考、年齢、文化、ジェンダー、職業に多様性があれ
ば、それが話し合いに表れる。それが、ロータリーの隠
し味。他の団体にはできない方法で問題を解決できる
秘訣なのです。
色んな人がいて、そこに政治色や宗教色もなく、お
互いを尊重しながら安心して対話の場を提供できるの
が、ロータリークラブという事です。
その他、会長という役職、リーダーシップ、会長テー
マ(イマジン)、ロゴの意味などについての記述がありま
す。非常に興味深い内容のものです。皆さんも一度は
読んでみてほしいと思います。37Pの「エバンストン便
り」というコーナーにも関連記事がありますので、併せ
て一読ください。この、イマジンをどう日本語訳にする
のかも楽しみですね。
ロータリーのリーダー(RI、地区ガバナー、クラブ会
長)の役割は、「旗を振る人」なのかなと思いました。
ロータリーの大きな理念、数々の運動のある中、単年
度制の役職を務めるにあたり、自らのメッセージをメン
バーに伝え、社会に発信する。
メンバーも、単にその旗に集まるだけでなく、その
旗の意味を考え行動することが大事なことだと思いま
す。
ちなみに、皆さん今年度の地区スローガンを覚えて
いますか？「Love Other Spirit ～繋ごう次世代へ
夢ある未来に向けて～」です。
本年度、君津クラブのテーマは覚えていますよね？
「原点に帰り 新たなる出発」です。
来月は私たちの50周年式典が予定されていますが、
岡野会長がどんな言葉で、どんな旗を掲げてくれるの
か、次年度には、武田会長が、どんな旗を振りまわして
くれるのか、とっても楽しみにしています。
次の話題ですが、3月7日から13日が世界ローラーア
クト週間という事での記載があります。14-15Pです。
ですが、読んでほしいのは30Pの「ニュージェネレー
ション」のページです。ここには、ローターアクター、
ローテックスの二人が紹介されています。
ふたりとも、しっかりビジョンを持ち、ロータリーを
活用し、感謝の気持ちをもって、楽しみながら様々な
挑戦をしている事がわかると思います。
私は先日、地区で開催の「ロータリー学友と繋がる
セミナー」に参加させて頂きました。そこで、ローター
アクター、青少年交換留学終了生(ローテックス)、ロー
タリー財団奨学生、米山記念奨学生のスピーチを聞か
せて頂きました。その全ての人が、ロータリアン以上に
ロータリアンだったように感じます。
私たち君津クラブも米山奨学生を受け入れています
し、今年の9月からは交換留学生を派遣し、受け入れま

す。廣田さんにおんぶにだっこしているように感じてし
まいますが、改めてメンバー全員で関わっていかなけ
ればならないことだと思います。
私も次年度交換留学生の担当委員会という事なの
で、どうか皆さんよろしくお願い致します。
という事で、ロータリーという団体、理念、運動の事
を改めて考えてもらった上で、他のロータリーがどんな
活動を行っているのか読んで頂きたいと思います。
水と衛生月間の活動という事で7Pから13Pまで、3435Pには世界のロータリーのプロジェクト3月という事
で、昨年3月姫路のクラブで制作され番組講演された
10年目の東日本震災の内容のものがあります。
その他、縦組みの各ページには、各クラブの活動が
紹介されております。その中でも紹介しなければなら
ないものがあります。
52P私たち君津ロータリークラブの事業が掲載され
ております。掲載にあたり、原田委員長が公共イメー
ジ向上委員会に、この記事です。って流してください
ました。その時、私は生意気にも「これおかしくないで
すか？」って噛みついてしまいました。その時は、送っ
ちゃったから直せないとのことでしたが、聞き入れて
変更してくださいました。寛大な処置に感謝します。
原田委員長、ありがとうございます。お疲れさまでし
た。
最後になりますが、ロータリーに入会させて頂いて、
4年と9カ月、初めてロータリーの友の紹介をさせて頂
きました。今回このような機会を頂いたことで、じっく
り読ませて頂いたことはもちろんの事ですが、こういっ
た例会中のロータリーの友の紹介の在り方に疑問を持
ちました。
せっかく、為になる記事、面白い記事が掲載されて
いてもここで「へぇ～」とか「ほぉ～」とか聞いている
だけでは足りないように思います。私がちゃんと読ん
できていないことがあるからですが、もったいなかった
です。
読むだけでは、足りません。読んで色々考えるとい
う事が重要です。更に言えば、その色々考えたことを
メンバー同士で討議して初めて活きたものになるよう
に感じました。
先に紹介させて頂いた次年度ジェニファー・ジョー
ンズさんの記事にある様にロータリーは多様性の団体
です。自分一人で考えるだけでは、分からないことが
いっぱいありますし、偏ったものになってしまいます。
「僕は、こう思った、私はこう思った」「その解釈は違
うと思う。こういう事なんじゃない」「うちのクラブな
らこんな事できるんじゃない。こんなことしたら楽しい
よね。」とコミュニケーションの機会があって初めて、
活きたものになるように思います。
ロータリーの友を題材に勉強会的なものがあっても
良いのかなと感じました。

そんなこと地区でやっているよ。クラブでもやって
いるよ。とご指摘頂きそうです。私自身のロータリーに
対する勉強不足が多くあり、無知にかまけて、「紹介」
なのに「私見」が多くて、大変失礼致しました。以上と
させて頂きます。ありがとうございました。
外部卓話
「ロータリーの次の時代を語る～ビジョンと戦略計画
～」
鵜沢和弘ガバナーノミニー
・ロータリーが今、どうなってい
るかについて30分ほど話をさせ
て頂く。
・後藤新平の名言に「金を残し
て死ぬのは下だ、仕事を残して
死ぬのは中だ、人を残して死ぬ
のは上だ」とあるが、最上の目
的は人を育てることにあり、そ
れはロータリーにも通ずると考
える。
吉田松陰は、短い人生ではあったが、高杉晋作な
ど、沢山の青年を育て、これによって明治維新を成し
遂げる原動力となったが、松陰の言葉に、
「夢」なき者に「理想」なし
「理想」なき者に「計画」なし
「計画」なき者に「実行」なし
「実行」なき者に「成功」なし
故に
「夢」なき者に「成功」なし
がある。ロータリアンの皆が「夢」を描いて、クラブの
活動を成功に導いていく必要がある。
2021-2022年度の国際ロータリービジョン声明は、以
下の通り。
「私たちは世界で、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ています」
また、国際ロータリーとロータリー財団のビジョンを
達成するため、今後5年間の活動を方向づける4つの優
先事項が定められました。
１．より大きなインパクトをもたらす
・ポリオを根絶し、残された資産を活用する
・ロータリーのプログラムおよびロータリーが提供
する体験に焦点を当てる
・活動成果を挙げ、それを測る能力を高める
２．参加者の基盤を広げる
・会員基盤と参加者の基盤を広げ、多様化する
・ロータリーへの新しい経路を創り出す
・ロータリーの開放性とアピール力を高める
・インパクトとブランドに対する認知を築く

３．参加者の積極的なかかわりを促す
・クラブが会員の積極的参加を促せるように支援
する
・価値を提供するため、参加者中心のアプローチ
を開発する
・個人的／職業的なつながりを築くため新たな機
会を提供する
・リーダーシップ育成およびスキル研修の機会を
提供する
４．適応力を高める
・研究と革新、及び進んでリスクを負うことへの意
思を奨励する文化を築く
・ガバナンス、構造、プロセスを合理化する
・意思決定における多様な考え方を育むために、ガ
バナンスを見直す
皆さんのクラブの5年、10年先を思い描いてくださ
い。君津ロータリークラブは50周年を迎え、会員数も
60名というクラブに成長していますが、クラブとしての
ビジョン宣言を行っていただきたい。そのビジョンを達
成するために、中長期計画、戦略計画を策定して頂き
たい。
これから、DEIというワードが良く出てくることにな
ると思う。
D：Diversity／多様性、Ｅ：Equity／公平性、Ｉ：
Inclusion／包摂性
日本ロータリーの女性会員比率は8％、世界は25％、
次年度RI会長のジェニファーはこれを30％にアップさ
せたいと言っている。日本は最も女性比率が低い。ま
た、日本ではローターアクトクラブ数が少ない。14地区
に1つずつローターアクトを造っていきたい。ロータリ
アンが自分の子息をアクトクラブに入れて、子息がリー
ダーシップを学んでいくことが重要となる。日本の中で
の多様性を高めていくことが必要である。
柔軟性をクラブに取り入れる、ことにも注力して欲
しい。本質はしっかりと固める必要があるが、その周り
は柔軟性を持たせ、周りが付き合いやすいクラブを根
差して欲しい。会長は1年毎に代わるが、クラブの目標
は変わらないはず。その地域のリーダーになるつもりで
夢を描いて活動を推進して欲しい。
イチロー選手は「夢は近づくと目標に替わる」と
言っている。日本では、Ｓ55年にポリオ患者がセロとな
り、それ以降は患者が出ていない。従って、ポリオとい
う言葉を知らない人も多くなってきた。世界でも、ポリ
オ患者は大変少なくなったが、世界中からポリオを根
絶するまでは、ロータリーは頑張らないといけない。
ジョン・レノンは「一人で見る夢はただの夢、みんな
で見る夢は現実になる」と言っている。世界中のロー
タリアンが同じ夢を描いて、目標を現実にしていきた
い。
自分にとっての職業奉仕とは、上流域、中流域、下

流域で若干ニュアンスが異なるが、ロータリアンは職
業奉仕が何なのかを自分の言葉で語れるようになって
欲しい。
我々ロータリアンが目指すものは、伝統を重んじロー
タリーの精神を大切にすること、夢を大切にして未来
のロータリーを築いてゆくこと、である。80憶人の世界
の人たちに対して、120万人のロータリアンが何が出来
るのかを良く考えていかなければならない。
坂本龍馬は「時勢に応じて自分を変革しろ 俺は、
昨日の俺ならず」という言葉を残している。気が付い
た時、思い立った時に皆さんは自分をChangeしていっ
て欲しい。
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鵜沢様、水嶋様ようこそ君津ロー
タリーへ。そして卓話ありがとう
ございました。鵜沢年度には、更
なるロータリー活動頑張ります。
鵜沢ガバナーノミニ―様卓話ありが
とうございました。本日、千成さん
での最後の例会でした。寂しい気持
ちですが、来月より新たな気持ちで
臨みたいと思います。千成さんあり
がとうございました。
本日はお世話になります。宜しくお
願い申し上げます。
桜が世の中を明るくしてくれます。
コロナ、ウクライナ、北朝鮮等暗い
話も避けず立ち向かわねば…
久しぶりの参加となります。今後と
も宜しくお願い致します。まん延防
止等重点措置も全都道府県で解除
されましたが、第7波が来ない事を
願っています。
皆様こんにちは。鵜沢ガバナーノミ
ニ―様、貴重な卓話をありがとうご
ざいました。
鵜沢様卓話ありがとうございまし
た。ロータリー活動励みたいと思い
ます。
昨日27日に、東京、福岡などでは、
桜の満開宣言が出されて、本格的な
春の到来です。花粉の飛散量は3月
下旬のここ1週間は多めで、薬を服
用していても花粉の刺激を感じま
す。4月に入っても中旬頃までは続
きそうです。花粉症の皆様、ご自愛
ください。
鵜沢様、水嶋様ご来訪ありがとうご
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ざいます。
鵜沢ガバナーノミニ―卓話ありがと
うございました。
まん防も解除となり、桜も咲きはじ
め、良い季節になってきました。こ
こぞとばかりに、夜の街での地域貢
献に励みたいところですが、まだま
だ気を許すわけにはいきません。感
染予防を徹底しつつ、少しずつ地域
貢献を進めていきたいと思います。
鵜沢様本日は誠にありがとうござい
ました。
まん延防止等重点措置が解除にな
り、久しぶりの出席となりました。
PC画面での参加は寂しいですね。
桜が咲きはじめ、春を感じさせる季
節になりました。今週末からの新入
社員受け入れの準備も慌ただしく
なってきています。若い人達の意見
をどんどん取り入れ、職場を活性化
していきたいと考えています。ロー
タリー活動も活性化していきます。
鵜沢ガバナーノミニ―、水嶋ロータ
リー研修委員長君津RCへご来訪あ
りがとうございました。
鵜沢ガバナーノミニ―本日はお忙し
い中、卓話をして頂きありがとうご
ざいました。水嶋委員長ようこそ
君津RCに!!本日千成さんでの最終例
会、言葉になりません。
第2790地区ガバナーノミニー鵜沢
和弘様、ロータリー研修委員会委員
長水嶋陽子様本日は当君津RC例会
へお越し頂きありがとうございま
す。鵜沢ガバナーノミニ―貴重な卓
話もありがとうございました。これ
からもロータリー活動を頑張りま
す!最後になりますが、ホテル千成
さんには長い間大変お世話になり、
本当にありがとうございました。坂
井さんとはこれからもお付き合いの
程どうぞ宜しくお願いします!!
千成さんでの最終例会。長い間利用
させて頂き、ありがとうございまし
た。
桜の時期になりました。今年も変わ
らず綺麗な花を咲かせ、心を和ませ
てくれています。ホテル千成さんで
の例会が最後となるのは残念です
が、違った花を咲かせられる事を楽
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しみにしています。千成様の今後
益々のご発展をお祈りします。
坂井様はじめ、スタッフの方々色々
お世話になりました。あたたかいお
もてなしと美味しい料理が心に残り
ます。
鵜沢ガバナーノミニ―様、館山
RC、水嶋様ようこそ君津RCへ。貴
重な卓話ありがとうございました。
今日で千成の例会が最後になります
が、千成さん只々感謝です。お世話
になりました。
本日は、鵜沢ガバナーノミニ―、水
嶋委員長ありがとうございました。
まだまだ続くロータリー人生に役立
てたいと思います。本日でホテル千
成での例会場が最後だと思うと寂し
さも一際です。ありがとうございま
した。
鵜沢ガバナーノミニ―卓話ありがと
うございました。千成さん長い間お
世話になり、ありがとうございまし
た。
千成さんでの例会、今日が最終で
す。大変お世話になりました。と、
ともに大変寂しいです。
鵜沢様貴重な卓話ありがとうござい
ました。ホテル千成様での最後の例
会。やはり寂しいですね。
今日でホテル千成の例会も最後です
ネ…。とても寂しいです。長い間お
世話になりました。
鵜沢ガバナーノミニ―、水嶋委員
長、本日はありがとうございまし
た。ホテル千成さんでの最後の例
会。寂しいですが今まで大変お世話
になり、ありがとうございました。
最後の千成での例会、寂しいです
ね。ロータリーだけでなく、商工会
や坂田商店会、客先のイベント等も
全て千成でした。今日は帰りに思い
出用の写真を撮っていこうと思いま
す。
ホテル千成様、例会場の提供及びお
いしい昼食、長い間ありがとうござ
いました。また、ロータリー以外で
会社の忘年会や個人的な法事で大変
お世話になりました。
鵜沢ガバナーノミニ―ようこそ君津
へ。「ロータリーの未来」ありがと

坂本

直樹

坂井佳代子

うございました。千成さんでの例会
たくさんの思い出を閉じ込めておき
ます。
ロータリーはもちろん、会社の会議
や行事でもホテル千成様には大変お
世話になりました。自分の人生の節
目となるような出来事があったのも
千成さんのレストランでした。長い
間ありがとうございました。
皆さんこんにちは。今日で最後の例
会になりました。思い出深いホテル
千成です。残念ですが仕方ありませ
ん。皆さんありがとうございまし
た。感謝!!感謝!!

