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会　長　挨　拶
武田富士子会長

　日本の風習にお墓参りがございます。皆様もこの
お盆にお墓参りをしたことと思います。私は、良い
習慣だと思っています。私たちはお墓に行ってきれ
いに掃除をし、お花やお水を供え、お線香を焚き、
手を合わせてお参りをします。それは故人やご先祖
様に対して感謝の気持ちを伝えるためです。普段忙
しい生活の中、お墓参りをすることでほっとひと息
つくことが出来ます。お参りを通してご先祖様へご
あいさつをし、家族と語らい、憩いのひとときを過
ごす。こんな時間を与えてくれる場所・習慣なので
すね。　
　一方で、コロナが蔓延してます。皆様も気を付け
て下さい。でも、この状況下の中で例会出席率が
Zoom参加を含め80%超えですが続いております。
そして感染者も少ない。会員皆様がルール・マナー
を重んじ、接して下さっているからですね!皆様の
ご協力に感謝します。今後ともご協力をお願いいた
します。

報　告

１．8月19日(金)に青少年交換留学生のリアさんが

　インドから来日しました。 
　青少年奉仕委員会の茂田委員長、秋元委員、ホ　
　ストファミリーの黒岩会員、内山会員、私(武　
　田会長)・陶さんご夫妻でお出迎えに行ってき　
　ました。
　皆さん、お疲れ様でした。
　
２．8月20日(土)に、地区の奉仕プロジェクトセ　
　ミナーがZoomで開始されました。地区委員の　
　佐々木会員が、会場(TKPガーデンシティ千葉)に
　出席されました。お疲れ様でした。次週例会にて
　報告をお願いします。

３．川名会員のご令嬢がご結婚されましたので、お
　祝いをお渡しします。

幹　事　報　告
大川　裕士幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム

〈報　告〉
１．8月23日(火)に第55回インターアクト年次大会がラ
　イブ配信されます。どなたでも参加できますので、
　是非ご参会下さい。URL等の詳細については事務局
　より8月17日(水)にメールにてご案内しておりますの
　でご確認ください。

２．8月2７(土)クラブ米山記念奨学委員長セミナーが開
　催されます。当クラブからは、米山記念奨学委員会



　の谷委員長が、ZOOM参加します。
　宜しくお願いいたします。

〈回　覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報

公共イメージ向上委員会
「ロータリーの友　8月紹介」

猪瀬　　浩会員

　皆さん、こんにちは。本日は
「ロータリーの友」8月号の中か
ら、気になった記事のうち、そ
の一部をご紹介したいと思いま
す。
　8月は会員増強・新クラブ結成
推進月間ということもあり、組織
として、どのようにしたら会員1
人ひとりが魅力的な活動が出来
ていると感じ、ロータリー活動を広めたいと思うかにつ
いて、ヒントとなる記事が多く掲載されていると感じま
した。
　まず横書き5ページの「RI会長メッセージ」ですが、
「なぜ私たちはロータリークラブに入会したのでしょう
か?」という問いかけがあり、その回答として「招請さ
れたから」ということが記載されています。私自身は、
「ロータリークラブという組織があって、社会貢献する
ことが出来る機会が与えられるので、そういった活動
をあなたは好きだろうから、入会してみると良いよ」と
誘われ、入会をしたわけであります。この入会のきっ
かけは人それぞれ違うかと思います。例えば、「知り合
いが出来るよ」と言われて入会した方もいると思いま
す。「ビジネスに繋がるから」と言った理由から入会し
た方もいるかと思います。でも多くの方に共通するの
は、「誘ってくれる方がいたから、入会するに至った」
ということであります。
　そのようにして様々な経験や能力を持った方々が集
う組織の中で大事にするのは、「DEI」、Diversity(多
様性)、Equity(公平さ)、Inclusion(インクルージョン)で
あり、「DEI」を考えていく機会を増やしていきましょ
うと書かれています。例えば、例会やイベントの場を本
音で話し合えるオープンな場にする等、会員たち一人
ひとりが“自分は歓迎されている”と感じられて、居心地
の良い場所を築いていきましょうとのことであります。
先程の「DEI」のうち「インクルージョン」がカタカナ
用語だったので、ちょっと調べてみました。「インク
ルージョン」とは、「組織に属するすべての会員が、活
動に参画する機会を持つことが出来、またそれぞれの

経験や考え方が認められ活かされる場を広げていくこ
と」という意味のようで、そのような組織活動を目指し
ていくことで、今後も数十年にわたってロータリーが活
気にありふれた重要な団体であり続けることが出来る
のだろうと書かれています。
　続いて横書きの29ページ。こちらの記事も「DEI」に
ついて書かれていますが、「異なる多くの視点をもつ
会員がいる中で、より大きなインパクトをもたらすため
のアイデアやプロジェクト案を生み出していく」ために
考えていくべく3つの点が記載されています。
　1つ目は、「柔軟な会員モデルや例会形式を考える」
こととあります。柔軟な例会形式については、君津RC
で既に行っているZoom参加等もそうかと思います。柔
軟な会員モデルについては、賛助会員とかなのかなと
思います。次に2つ目は、「全ての会員が有意義な活動
が出来るように企画や意思決定に関わってもらう等し
て、その方が貢献できる機会を作ってあげる」ことと
あります。最後の3つ目については、「外部の人の手を
借りる等、地元の専門家や他団体等と協力しあってい
く」こととあります。これは、より大きなインパクトあ
る事業を行おうとすれば、会員だけの力では実現でき
ないものもたくさん出てくるかと思うわけですが、日頃
より地元の専門家や他団体とのパートナーシップを築
いておくことで、そういったインパクトある事業の展開
も行えるようになってくるとあります。「DEI」につい
て考え行動していくことで「持続可能な良い変化を生
み、人々が手を取り合って行動する世界というビジョ
ンを実現できる可能性が広がっていく」でしょうという
ことが書かれています。
　続いて縦書きの4ページ。こちらは、元・いすみ鉄道
社長を務めていた鳥塚さんの記事であります。1998年
にいすみ鉄道が第3セクターになってから、地域の方々
も何とかこの鉄道を残そうと努力をしていたがそれで
も赤字路線を解消出来ず、廃線になってしまうかも知
れないという心配が常にあったとあります。そんな中
社長に就任した鳥塚さんが大事にしたのは、「地域の
方たちの長年の努力に感謝の気持ちを込め、かつ積み
重ねてきたことは間違っていなかったのだという成功
体験をしてもらいたい」ということだったとあります。
そして、成功体験を味わってもらうために、まだ当時
は珍しかった観光産業路線を目指していこうと決断し
たとのことです。資金も潤沢に無いいすみ鉄道では、
蒸気機関車を導入して目玉にしようという取り組みは
出来ない。そこで思いついたのが、ムーミンのシール
を列車に貼った「ムーミン列車」。シールを貼っただけ
だけど、世間に注目をされた。TV取材等も受けること
が出来た。NHK のドラマ番組も作ってもらえた。その
ように注目を浴びることになったので、地域の酒蔵(さ
かぐら)や直売所等の売上も上がって、地域の方たちも
大喜びしたとあります。房総半島は過疎地であり、通



常は「廃れている」というイメージになる。「廃れてい
る」と表現されると、人は寄って来ない。しかしながら
「昭和の景色」が残っていると言うと、ノスタルジーを
感じて人は寄ってくる。こういった気付きを得て、「昭
和の景色」を大事にしながら、まちおこしをしていく。
「昭和の景色」であれば、お金をかけずに、今あるもの
で勝負をすることが出来る。地域や興味を持ってくれ
た方々も、一緒になって「昭和な」観光地を創り上げ
ていこうと協力することが出来る。先ほど別の記事の
ところで述べた「DEI」が、地域に根付くようになった
とあります。中には、「来てみたはよいけど、何もない
じゃないか?」と文句を言う観光客もいる。でも目指す
べきは誰にでも楽しんでもらえる観光地ではなく、「地
域で作り上げている観光地イメージの良さが分かって
くれる昭和マニアな方」を対象とした観光地づくりで
良いと思っているとあります。いわゆるファンづくりな
わけですが、毎週来る観光客ごとに「良いところです
ねぇ」と言われたら、地元の方々も「実は自分たちが住
んでいるこの地は良いところなのかも」と思うようにな
る。マインドの変化を起こしていくことが大事であると
書かれています。その他、いろいろな成功事例が書か
れていますが、鉄道会社だけで企画して物事を進める
のではなく、先頭に立って様々な企画を進めてはいく
が、地域の方たちも巻き込んで進めていく。そしてそ
の結果として、地域の方々がやって良かったと思って
もらえるような仕組みも同時に考えているそうです。廃
線するかも知れない第3セクターを任されたことを考え
ると、その経営の立て直しだけでいっぱいいっぱいに
なるのが普通かと思いますが、地域の方たちの「諦め
マインド」を「幸せマインド」に変えていくことと合わ
せて経営立て直しを図っていくのは凄いなと思いまし
た。地域経済を盛り上げていきながら、第3セクターも
維持していく。「何もないから、何も出来ない」ではな
く、「今あるものを活用する知恵を働かせることによっ
て、人が集まり、活性化していくことは出来る」と、最
後に書かれています。
　最後に、縦書き21ページには、いすみ鉄道の記事と
同じようなことを行っている、庄原(しょうばら)RC の
活動報告が掲載されています。こちらも読んでみて頂
ければと思います。
　今回、「ロータリーの友」8月号の記事を発表させて
頂くにあたって記事を読んで、私も頑張っていかなけ
ればなと、改めて思わされました。以上で、「ロータ
リーの友」8月号の記事の発表を終えたいと思います。
ご清聴、ありがとうございました。

ガバナー公式訪問前合同例会・クラブ協議会について
武田富士子会長

　本日会員卓話が都合により急遽キャンセルになりま
したので、9月に予定しているガバナー公式訪問前合同
例会・クラブ協議会についてご説明させて頂きます。
　10月にガバナー公式訪問合同例会が第5グループを3
グループに分けて行われます。それに伴いガバナーと
会長、幹事の懇談会、合同例会、クラブ協議会が開催
されます。つきましては、袖ケ浦RCと合同で公式訪問
を受ける事前準備として予行練習のため合同例会を開
催します。
スケジュールは下記の通りです。

１．日　時　　
　　9月12日(月)　君津RC　袖ケ浦RC
　　①合同例会　12:30～13:00
　　　各クラブ会長挨拶
　　　各クラブ幹事報告
　　　　※委員会報告等は行いません。
　　　梶ガバナー補佐挨拶
　　②合同クラブ協議会　13:00～14:00
　　　13:00　開会
　　　13:05　協議
　　　【テーマ】元気なクラブ実現を目指して
　　　　討議の柱①
　　　　　会員相互の交流を深めるためには
　　　　討議の柱②
　　　　　クラブの奉仕活動を通して
　　　　討議の柱③
　　　　　ロータリー活動を地域に広めるためには
　　　13:50　梶ガバナー補佐　総括
　　　14:00　閉会　
２．場　所　　上総ハミルトンホテル

　詳細については、袖ケ浦RC及び理事会にて検討
後、お知らせいたします。
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武田　富士子 19日、交換留学生のリアちゃんを
成田までお迎えに行って来ました。
出迎え時にバルーンで迎えたら、空
港の警備員さんより注意を受けたと
LINEに送ったのですが、茂田会員
の心配をしてくれた会員は大森君だ
け!実に茂田君がっかりしてました
よ。でもリアちゃん元気で入国出来
て良かったです。

大川　裕士 まだまだ新型コロナの感染拡大の勢
いが止まりません。段々と身近な
方々にも感染が広がっています。マ
スクの着用、手洗い、うがい等感染
予防を徹底していきます。

大浦　芳弘 先週末に4回目のワクチン接種を終
えました。モデルナのワクチンでし
たが、発熱はそうでもなかったもの
の、寝るのも億劫という倦怠感を経
験する羽目になりました。引き続き
ロータリー活動に注力します。

福田　順也 猪瀬会員「ロータリーの友」のご紹
介ありがとうございました。

原田　健夫 席替え抽選、当選させて頂きまし
た。RC活動を少しは努力している
姿を評価して頂けたのかな、なんて
ね。ありがとうございました。

川名　正志 本日三女の結婚のお祝い頂きまし
た。ありがとうございます。10月に
2人目の孫(女の子)が生まれます。
楽しみにしています。

猪瀬　　浩 本日はつたない「ロータリーの友」
紹介に耳を傾けて頂き、ありがとう
ございました。

秋元　政寛 インドからの留学生リアさんが先週
来日しました。すごく良い子でし
た。今後例会にも参加しますので皆
様よろしくお願いします。

木内　髙茂 茂田会員お出迎えお疲れ様でした。
ちゃんと心配してました。

中野　賢二 コロナ治まりませんね。社内の飲み
会が出来ないので、別の方法で懇親
を深められるように色々と考えてお
ります。

隈元　雅博 武田会長、ガバナー公式訪問が終わ
れば半分終わったようなものです。
会員拡大に注力していきましょう!
これからもロータリー活動を頑張り
ます。

髙島　俊治 先日の土曜日に、4回目のワクチン
接種を家内と一緒に受けて来まし
た。まだまだ第7波の終息は見えて
いませんが、罹患しないように気を
付けたいと思います。もし罹患して
しまった時は、他の人にうつさない
ように気を付けたいと思います。

黒岩　靖之 昨日、地区RYLA委員会会議で、本
年度RYLAセミナーを来年2/18、
19(土日)に南房総市岩井で開催する
ことが決定しました。会員の皆様、
若者(14～30歳)の参加をよろしくお
願いいたします。

荒井　潤一郎 身近でコロナが流行っていますが、
あまり考えずに元気よく過ごそうと
思います。

山内　雅夫 朝晩に秋の気配を感じられるように
なってきましたが、まだ暑い日は続
きそうです。甲子園大会は本日が決
勝戦。また、本日からバドミントン
の世界選手権も開催されます。選手
の皆さんの活躍から元気をもらいつ
つ、我々も汗を流して活動していき
ましょう。

小幡　　倖 朝晩は秋の気配となりましたが日中
はまだまだですね。今年は草の伸び
が激しくて草刈り機も疲れ気味で
す。コロナも先が見えないしどう対
応すべきか考えさせられます。各種
のイベントが早期に立ち上がること
を望んでいます。

大森　俊介 先月より、クラブの会長幹事の打合
せに副幹事として参加させて頂いて
います。とても勉強になっていま
す。少しずつですがRCのことを学
んでいければと思います。

坂本　直樹 富山県高岡市で2歳の男の子行方不
明の報道がありました。我が家でも
2歳の娘が玄関のカギを開けて表へ
出てしまっていたことがありまし
た。こんなことが出来るようになっ
たのかという驚きと同時に、冷や汗
をかきました。男の子の一刻も早い
発見を祈ります。

早見　秀一 秋元直樹会員、四つのテストお疲れ
様でした。猪瀬会員、ロータリーの
友の紹介ありがとうございました。

藤田　章博 猪瀬会員、ロータリーの友の紹介あ
りがとうございました!!

秋元　ゆかり 皆様こんにちは。ロータリーの紹



介、猪瀬会員ありがとうございまし
た。

岡野　　祐 インドの留学生リアさんを迎えに行
かれた皆様お疲れ様でした。これか
ら大変ですが、リアさんのために皆
で協力し合っていきましょう～。

佐々木昭博 土曜日に地区の奉仕プロジェクトセ
ミナーに参加して来ました。次週委
員会報告をさせて頂きます。

髙橋　雄一 お世話になります。成田にリアさん
をお迎えに行った皆さん!!お疲れ様
でした。楽しそうで!!羨ましい!!

篠塚　知美 毎週日曜日に君鶏のななめ向かいの
駐車場にて、髙橋会員にお借りした
キッチンカーで出店をしておりま
す。鶏だしのたこ焼き、おつまみ、
生ビールなどなどあります。中野会
員、待ってますよ～。

内山貴美子 皆様お久しぶりです。19日にイン
ドからの留学生リアさんをお迎えに
行ってきました。これからリアさん
のサポートを皆さん一緒にお願いし
ます!

平野　貴明 残暑厳しい毎日が続いており少し
参っております。体調管理には気を
付けたいですね。

宮嵜　　慎 皆様お疲れ様です。当社でテレビ朝
日系の「ナイスフライト」のドラマ
ロケで玉森君が主演をしたことで
「たまちゃん巡礼の参拝者」が多く
なりました。テレビの影響は大きい
ですね。

倉繁　　裕 交換留学生の陶　彩葉さんが無事に
インドプネーに到着され、インドか
らリアさんが来日され、新たな国際
交流が始まります。青少年奉仕はじ
め関係の皆様お疲れ様でした。留学
生のお二人に加えて、世界の中で大
きな成長が期待されるインドと、日
本の大事な連携がさらに広がってい
くことを期待します。

福島　大介 まだまだ暑い日が続きます。皆様体
調にはお気を付けください。

永嶌　嘉嗣 今週も発熱外来があります。すごい
数の感染者数ですが頑張ります。

谷　　浩司 お盆も明けて風が涼しくなってきま
した。体調管理にはしっかり気を付
けていきたいと思います。

秋山　大輔 すえいろはちゃんが無事出発されま
した。様々なことを学び大きくなっ

て帰って来てほしいものです。
秋元　直樹 猪瀬会員、ロータリーの友の紹介あ

りがとうございました。


