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ガバナー公式訪問／袖ケ浦RC合同例会

君津RC会長挨拶
武田富士子 会長

　本日、ガバナー公式訪問で
す。袖ケ浦ロータリークラブ
さんとの合同開催。小倉ガバ
ナーの地区スローガン「ロー
タリーの仲間との信頼を繋
ぎ、千葉から世界を変えてい
こう!」は、ロータリー活動で
培われた仲間同士の信頼・友
情(fellowship)を繋ぎ、千葉と
いう地域から世界を少しずつでも変える奉仕活動
(service)を起こしていこう、という趣旨だとうたわ
れております。
　「ロータリーを楽しみながら、地域で、そして
世界で良いことをしよう!」と第2スローガンを掲
げ、ロータリーの基本は親睦(fellowship)であり奉
仕(service)です。楽しく奉仕活動を実践していきま

しょう。と定義されています。
　そして君津ロータリークラブのテーマは「元気
印!君津ロータリークラブ」です。DEIを大切に
し、ロータリーを楽しみながら活動をしているとこ
ろを小倉ガバナーや梶ガバナー補佐、地区役員さん
に感じて頂きましょう。本日は宜しくお願い致しま
す。

報　告

１．第4回理事会が9月26日(月)に開催されましたので報
　告を致します。

　①11月からの例会について
　　 7日　花壇の花抜き作業
　　14日　夜間例会
　　　　　(場所：ハミルトンホテル上総に変更)
　　21日　花壇の花植え作業

　②新入会員について
　　安田会員、社会奉仕委員会

　③交換留学生について(進捗状況)
　　学費896,900円支払済み
　　上期予算　1,310,000円
　　内訳：繰越金　460,000円
　　　　 見込み　550,000円
　　　　 補助金　300,000円

２．Zoom例会アカウント費用ついて
　引き続き継続の為、年間22,110円

３．指名委員会開催(対象者には案内済み)
　10月24日(月)　例会前11時30分～
　場所：ハミルトンホテル上総

４．次回理事会について
　11月7日(月)　例会前11時30分～
　場所：ハミルトンホテル上総



袖ケ浦RC会長挨拶
福原　孝彦 会長

　皆さんこんにちは。袖ケ浦
ロータリークラブ会長の福原
孝彦です。小倉ガバナー、第
5グループ梶地区ガバナー補
佐、ご来訪ありがとうござい
ます。
　本日は国際ロータリー第
2790地区小倉ガバナーを迎え
ての合同例会、クラブ協議会
です。RIテーマと地区活動方針を基本に各活動を
取り組んでいきたいと思います。本年度スローガン
は「ロータリーの仲間と信頼を繋ぎ、千葉から世
界を変えていこう」第2スローガンとして「ロータ
リーを楽しみながら、地域で、そして世界で良いこ
とをしよう!!」です。君津ロータリークラブと袖ケ
浦ロータリークラブは親睦を重ね、テーマに沿った
活動が出来るよう協力をしていきたいと思います。
今後も宜しくお願い致します。

幹　事　報　告
大川　裕士 幹事

〈配布物〉
１．例会及びクラブ協議会の次第
２．ガバナー月信(10月号)
　＊P3：2022年度米山奨学生でウニバト君掲載

〈報　告〉
１．10月9日(日)地区大会が開催されます。
　出席される19名の皆様へは詳細をご案内済みです。
　　集合：君津駅北口(PRIME ONE前)
　　時間：朝7時30分(時間厳守)

２．10月15日(土)親子体験枝豆収穫祭が開催されます。
　　集合：君津商工会議所
　　時間：9時
　　参加：会員30名　招待者6名　一般39名
　　参加される会員の皆様宜しくお願いします。

３．次回の例会は10月24日(月)です。10日は祝日により
　休会、17日は移動例会(枝豆収穫祭)の振替えで休会
　です。お間違いないようお願い致します。
　　　
〈回　覧〉
１．第5グループ週報及び君津RC週報は次回例会にて
　回覧

ガバナー卓話
「これからのロータリーを考える
　～本年度RIテーマと地区活動方針について～」

国際ロータリー第2790地区
小倉　純夫ガバナー

1.本年度RIテーマと地区活動
方針について
・2022年度RI会長ジェニファ
　ー・ジョーンズ氏(RI初の女
　性会長)は、本年度テーマを 
　IMAGINE ROTARY(イマジ
　ン ロータリー)として、「よ
　り良い未来をイマジン(想像)
　し、世界により良い変化　
　を!」と呼びかけた。これを受けて本年度地区スロ
　ーガンとして次のとおり決定。

　「ロータリーの仲間との信頼を繋ぎ、
　　　　　　　千葉から世界を変えてゆこう!」

・従来考えていた地区スローガン「ロータリーを楽
　しみながら、地域で、そして世界で良いことをし
　よう!!」は、第2スローガンとする。ロータリー
　の基本は親睦(fellowship)と奉仕(service)。

2 ガバナーの任務・役割について
・クラブの活性化、元気なクラブ作りの支援に尽き
　る→その為のDLP、CLPの活用→クラブ会員が主
　役→クラブの課題とその分祈→解決策の検討(ビ
　ジョンと行動計画)
・グループ再編問題、ガバナー補佐任命間題を通じ
　て考えたこと
　＊地区とクラブとのコミュニケーションの在り方
　　、信頼関係の再構築
　＊職業奉仕の大切さ(四つのテスト)、クラブの例
　　会における親睦活動の大切さの再確認
　＊例会は心のオアシス(佐藤千寿氏)
・コロナ禍の中でのロータリー活動(パンデミック
　の教訓)
　2年半に及ぶ新型コロナウイルスの感染拡大→収
　束の見通し立たず(第7波の到来)→クラブ例会・
　行事等の中止(又はオンライン化)→親睦奉仕活動
　の停滞、会員の減少→最近の感染者激増→コロナ
　との共生(会員の支援例会・親睦活動の在り方の
　再検討)

3 ロータリーの歴史を振り返る
・1905年→親睦と相互扶助から出発(1業種1会員制)
　→社会奉仕の考え→4(5)大奉仕ヘ



・ロータリーとは、職業倫理を重んずる実業人、専
　門職業人の集まり(ロータリーの友6頁)
・ロータリーの目的、理念→「意義ある事業の基礎
　として奉仕の理念を奨励し、これを育むこと」
　「奉仕の理念」とは→他人を思いやり、他人の為
　になることをしようとする考え方、セントルイス
　大会決議23-34ロータリーの奉仕の基本理念の確
　立
・ロータリーの魅力とは、1つの人生哲学「入りて
　学び出でて奉仕せよ」(Enter to Learn, Go forth 
　to Serve)
　例会(親睦) →出会い、交流(坊磋琢磨) →人間とし
　ての成長＝信用→安定した経営の実践
・日本のロータリーは周回遅れか?(ガラパゴス化)
　Vocational Service(職業奉仕)に対する考え方の違
　い⇔「奉仕の理念」

4 ロータリーの変化とその対応
・2001年：1業種1会員制の撤廃
　2013年：職業のない人の入会資格を認める
・ロータリーのライオンズ化(団体寄付中心)
　I serveからWe serveへ
・2016年の規定審議会 柔軟性の採用
　【例会と出席】【会員身分】 標準ロータリーク
　ラブ定款の条項に従わない規定又は要件をクラブ
　細則に含めることが出来る
・2019年規定審議会 更なる柔軟性の確認
　メークアップ期間を同じ年度内に拡大、職業分類
　の制限撤廃、ローターアクトクラブにRI加盟を
　認める
・何故ロータリーは柔軟性を採用したのか?→RIの
　危機感(会員の嵩齢化、減少)→北米、日本等での
　会員の減少とインド、ヨーロッパ、韓国での会員
　増加(別紙)→悪循環か?
　RIとTRFの一体化→いずれライオンズクラブとの
　合併か?地域に応じた自治権、裁量権を認める方
　向か?

5 これからのロータリーについて
・ロータリーの目的、四つのテスト、中核的価値観
　(親睦、奉仕、高潔性、多様性、リーダーシップ)
　は不変
・ロータリーのビジョン声明、行動計画、DEI(多
　様性、公平性、包摂性)の提唱
・未来の形成委員会(SRF)→地区制度の見直し→ 内
　容は不明確(北米の会員の急減が実施の理由か)
　2つのパイロット地区で実施(2022年4月規定審議
　会決議)

6 アフターコロナの新しいロータリーはどうあるべ
きか
　→例会及び奉仕活動の在り方クラブの多様化→衛
　星クラブ、女性だけのクラブ、若者や老人だけの
　クラブ等、元気なクラブ作りの支援の為の方策→
　元気なクラブとは?→CLPの活用

　1.クラブの中長期目標とその実現の為の行動計画
　　の策定(毎年の見直しとチェック)
　2.会員同士の交流を深める(クラブ内のオープン
　　なコミュニケーション、DEIの浸透を図る)
　3.会員の積極的参加を促す(例会、奉仕活動)財団
　　の補助金を利用して会員全員で奉仕プロジェク
　　トを策定し、奉仕の意識を養い、それを実行す
　　る→参加したくなる例会と奉仕活動
　4.会員の増強(退会防止)若い人達の入会が無けれ
　　ばロータリーは消滅する
　5.クラブの若手リーダー育成→クラブのロータリ
　　ー研修の実施
　6.ITの推進(コロナ禍での例会の在り方を再考す
　　る)

ニコニコＢＯＸ

武田富士子 皆様のご協力のおかげで、本日のガ
バナー公式訪問とクラブ協議会を終
了することが出来ました。袖ケ浦
ロータリークラブの皆様もお疲れ様
でした。皆様ありがとうございまし
た。ロータリークラブの仲間は袖ケ
浦さんも、君津も、ロータリー活動
を楽しんでいると確信しました。発
表された委員会の活動はもちろんで



すが、それぞれの活動を楽しんでい
ますよね。皆様の笑顔はとても素敵
でした。小倉ガバナーも感じてくれ
たと思います。これからもロータ
リー活動を楽しみながら行いましょ
う!

大川　裕士 小倉ガバナーはじめご来訪頂きまし
た皆様、誠にありがとうございまし
た。小倉ガバナー、梶ガバナー補佐
との懇談は大変勉強になりました。

早見　秀一 小倉ガバナー、梶ガバナー補佐、袖
ケ浦RCの皆様、ようこそおいでく
ださいました。合同例会、クラブ協
議会、宜しくお願い致します。

野中慎太郎 袖ケ浦ロータリークラブ 地区ガバ
ナーの小倉様、卓話ありがとうござ
いました。

藤代　公成 10月に入り、円安、物価高はいぜん
続いていますが地方銀行として当地
区の経済発展に努力していきたいで
す。

藤田　章博 小倉ガバナー様、本日は貴重な卓話
ありがとうございました!!

髙橋　雄一 皆様こんにちは。合同例会、楽し
みにしていました。2790地区ガバ
ナー小倉様はじめ皆様、ようこそ君
津RCへお越しくださいました。

常住　賢二 小倉ガバナー、梶ガバナー補佐、来
訪者の皆様本日はありがとうござい
ました。袖ケ浦ロータリークラブの
皆様、合同例会ご苦労様でした。

松浦　広樹 第2790地区ガバナー小倉純夫様、
本日は宜しくお願いします。

宮嵜　　慎 本日は小倉ガバナー様、袖ケ浦RC
の皆様、ようこそ君津RCへ。

吉野　和弘 ガバナー公式訪問宜しくお願い申し
上げます。

原田　健夫 本日は小倉ガバナー様御一行、ご来
訪頂きましてありがとうございまし
た。

秋元　直樹 小倉ガバナー様、梶ガバナー補佐
様、篠宮様、小柳様、平野様、袖ケ
浦RCの皆様、ご来訪ありがとうご
ざいます。これからもロータリー活
動を頑張ります。

小幡　　倖 小倉ガバナー、梶ガバナー補佐、他
地区役員の皆様、本日は宜しくお願
い致します。

髙島　俊治 早いもので今期も半年が過ぎ、下期
に入りました。季節もこれから秋か

ら冬に向かいます。皆様体調管理に
注意され、良い年末を迎えましょ
う。

福田　順也 小倉ガバナーようこそ君津ロータ
リークラブへ。貴重な卓話ありがと
うございました。

木内　髙茂 袖ケ浦ロータリークラブの皆様、お
疲れ様でした。これからも宜しくお
願い致します。

大浦　芳弘 小倉ガバナー様、ご来訪頂きありが
とうございます。また、貴重な卓話
をありがとうございました。本日の
経験を糧に、ロータリー活動に精進
致します。

荒井潤一郎 皆さんお疲れ様でした。
坂本　直樹 本日は皆様ご来訪頂きありがとうご

ざいます。引き続きクラブ協議会も
宜しくお願い致します。

隈元　雅博 本日はありがとうございました。記
憶と記念に残る例会となりました。
これからもロータリー活動を頑張り
ます。

倉繁　　裕 小倉ガバナー、関係の皆様ご来訪あ
りがとうございます。スポーツの秋
ですが、米国メジャーリーグの大谷
選手、日本の女子プロゴルフの若手
等、目覚ましく素晴らしい活躍には
目を見張ります。水準が異なります
が、若手が活躍しやすいように社内
でも更に注力していきます。

廣田　二郎 小倉ガバナー、梶ガバナー補佐ご来
訪ありがとうございます。宜しくお
願いします。

黒岩　靖之 小倉ガバナー、地区役員の皆様、君
津RC、袖ケ浦RCへご来訪ありがと
うございます。本日は宜しくお願い
致します。

安田　　学 ガバナーをしっかりとお迎えしたい
と思います。

佐々木昭博 本日のガバナー公式訪問合同例会、
ありがとうございました。久しぶり
に袖ケ浦RCの皆さんともお会い出
来て嬉しかったです。

谷　　浩司 小倉ガバナー並びに梶ガバナー補
佐、袖ケ浦ロータリークラブの皆
様、ようこそ君津ロータリークラブ
へ。本日はありがとうございまし
た。

大森　俊介 本日のガバナー公式訪問お疲れ様で
した。



秋元ゆかり 皆様こんにちは。本日の君津RC、
袖ケ浦RC合同例会、合同クラブ協
議会とても緊張しました。発表もさ
せて頂き良い経験が出来ました。

内山貴美子 本日は小倉ガバナー、地区役員の皆
様、袖ケ浦RCの皆様、君津RCに来
訪ありがとうございます。今日は改
めてこれからもロータリーを考える
ということで勉強させて頂きまし
た。ありがとうございました。

平野　寛明 本日はガバナー公式訪問、袖ケ浦
ロータリークラブとの合同例会にご
来訪頂きありがとうございました。

篠塚　知美 小倉ガバナー、貴重な卓話ありがと
うございます。ガバナー様、袖ケ浦
ロータリークラブと合同例会ですが
とても勉強になります。

秋山　大輔 小倉ガバナー貴重な卓話をありがと
うございました。1年間宜しくお願
い致します。

中野　賢二 本日は汗ばむような気温で夏が戻っ
てきたような気分ですね。しかし、
今週末には一気に冷え込むそうで
す。皆さん風邪等を引かないように
お体を大切にしましょう。



クラブ協議会の様子：君津RC・袖ケ浦RC合同(R4.10.3)




