
 

 

ガバナー公式訪問 

10：30 集合 ＲＣ事務所  打合せ 

会長･幹事･会長ｴﾚｸﾄ･副幹事 

11：00 懇談会（進行 会長） 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ･ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐･地区幹事長･ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐幹事 

会長･幹事･ｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰ･会長ｴﾚｸﾄ･副幹事 

11：50 会場設営  全会員集合  

   ＳＡＡ委員長 越川博光会員 

例 会 

12：30 点鐘           伊藤会長 

○「君が代」ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 

○｢四つのテスト｣唱和 

○ご来訪者紹介             伊藤会長 

国際ロータリー役員 2790 地区ガバナー 櫻木英一郎様 

国際ロータリー2790 地区幹事長 梶原等様 

第 6 分区ガバナー補佐 土屋俊夫様 

ガバナー補佐幹事 古西弘和様 

千葉ロータリークラブ 萩原博様 

◎ 食事 

○会長挨拶・会務報告         伊藤会長 

○幹事報告               前川幹事 

○各委員会報告 

13：00～13：25  卓話      ガバナー櫻木英一郎様 

○ニコニコボックス          親睦委員 

○出席報告               出席委員 

13：30 点鐘              伊藤会長 

クラブ協議会 

13：40 開会の挨拶             伊藤会長 

15：10 閉会の挨拶 （写真撮影）      伊藤会長 

15：30 懇親会（冨士屋） 

乾杯   第 44 代会長 鈴木恭一会員 

 

 

 「表彰」 

 

   米山記念奨学会特別寄付  高田一行会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 14 回米山功労クラブ 成田空港南ＲＣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会報告（平成 27 年 11 月 26 日） 

平成 27年 12月 3日発行 NO.2133 第 2280例会  会長 伊藤 元雄   幹事 前川 成吉   会報委員長 越川  忠 

櫻木英一郎ガバナー / 高田一行会員 

櫻木英一郎ガバナー / 伊藤元雄会長 



幹事報告 

会長挨拶  

 

皆様、こんにちは。本日は、今年度クラブにとりま

して大変大切なガバナー公式訪問の日です。私も身

の引き締まる思いであります。 

国際ロータリー役員 2790地区ガバナー櫻木英一郎

様、国際ロータリー2790 地区幹事長 梶原等様、そ

して第 6 分区ガバナー補佐 土屋俊夫様、ガバナー

補佐幹事 古西弘和様、メークアップでお越し頂き

ました千葉ロータリークラブ萩原博様ようこそお

いで下さいましてありがとうございます。 

また、10 月の 50 周年には、櫻木ガバナーはじめ地

区のロータリアンの皆様には、大変お世話になりま

した。改めて御礼申し上げます。 

さて、先程、ガバナー、地区幹事長、ガバナー補佐、

ガバナー補佐幹事、私と前川幹事、渡邊会長エレク

ト、市原副幹事、冨クラブ研修リーダーの 9 名にて

懇談会を行いました。その中で、活動計画書につい

ては、100 点とは言わないがかなり良いでしょうと

お褒めの言葉を戴きましたが、数か所、直さなけれ

ばいけないところも指摘されましたので、来年度の

活動計画書に反映できればなと思いました。また、

懇談会の中では様々なお話をお聞きし、有意義なお

時間を作っていただきました。ありがとうございま

した。 

2015-16 年度、K.R.ラビンドラン会長の今年度テー

マは「世界へのプレゼントになろう。」です。私は、

このテーマをどのようにとらえ、実践していこうか

と現在も考えております。いろいろな考え方ができ

ると思います。プレゼントですから、やはり相手に

喜ばれるようなものがベストだと思います。奉仕が

プレゼントだとすれば、やはり地域社会のニーズを

知り、ニーズにマッチしたことになろうと思います。

12 月 6 日には横芝光町剣道大会がございます。参

加選手が 500 名弱と大変大きな大会で有りますが、

当クラブはその大会に優勝カップとメダルを寄贈

いたします。剣道大会実行委員会の中で決定したこ

とですが、これもうれしいプレゼントになれば良い

なと思っております。また、11 月の町の広報に掲

載いただきましたが、先日は、50 周年事業とも関

連し、テントを小学校へ寄贈いたしまして、こちら

も校長先生はじめ、生徒さんにも大変喜んでいただ

けました。これもニーズにマッチした奉仕事業だっ

たと思います。 

本日、お越しいただいている櫻木ガバナーのテーマ

は「原点を知り、考える」であります。ロータリー

の歴史、そして理念を知り、自分自身やクラブの方

針を顧みてクラブの活性化のためにどうしたら良

いか考えるということでしょうか、今年度の会員増

強の目標は、40 名です。今年度の初めに 2 名増に

なりましたので、現在 39 名です。会員増強委員会

での目標は、純増 4 名となっておりますので、後 2

名で目標達成となります。ぜひ、目標を達成いたい

と思っております。 

今年度は、冨クラブ研修リーダーが講師として新入

会員のオリエンテーションを 9 月に行い、新入会員

の 2 名もロータリーの理念、そして歴史をご理解い

ただいたことと思います。12 月には第 2 回目が開

催予定です。またさらにロータリーの理解が深まる

のではないかと楽しみにしております。 

また、当クラブには、おにぎり会というゴルフ同好

会、ロッテ愛好会、美食会など様々な同好会がござ

います。これらの同好会を通じ、親睦の和を大切に

し、さらにロータリーの理念を追求していければ更

に活性化されたクラブになるのではないでしょう

か。私も不勉強でまだまだ分からないことばかりで

す。先輩方にもご迷惑をおかけいたしますが、残さ

れた任期、頑張りますのでよろしくお願いいたしま

す。 

本日は、この例会終了後にクラブ協議会を行います。

ガバナーと会員の皆様の活発な意見交換を期待し

ております。 

以上、会長挨拶とさせていただきます。ありがとう

ございました。 

 

 

 

 

①例会変更のお知らせ 

・茂原東ＲＣ ・小見川ＲＣ 

・富津中央ＲＣ（事務局･例会場変更） 

②会報受領クラブ 

・茂原ＲＣ ・茂原東ＲＣ ・成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝＲＣ 

③12月ロータリーレートは 1ドル 120円 

 

 

 

 

 



卓話  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際ロータリー役員 2790 地区 

ガバナー   櫻木英一郎 様 

本年度 2790地区ガバナーを仰せつかりました千葉

ロータリークラブ会員の櫻木でございます。 

ガバナーとして各クラブを訪問させて頂きました

が、実にいろいろなクラブがございます。例会も

様々ございますが、今日は歓迎の横断幕をかけて頂

きましたが、こういうクラブは多くはありません。

私共のクラブでは例年ガバナー公式訪問の際も、普

通の例会程度にしか思っていませんでした。こうい

う風にするのも良いと一つ勉強になりました。 

先程、国際ロータリーの管理役員として紹介して頂

きましたが、今年はどこのクラブでも国際ロータリ

ー役員として紹介して頂いております。理由は国際

ロータリーにて選ばれて役員として就任している

からです。 私はガバナーの役はなんだろうなあと

エレクトの時から考えておりました。 

ガバナーになる前がエレクト、その前がノミニーで

す。ノミニーの時に地区の指名委員会で選ばれ、国

際ロータリーに届けられ、６月の国際大会の最終日

の選挙によりガバナーエレクトとしての決定がな

されます。 

ガバナーの役割について、国際ロータリー役員の職

務として考えると、ガバナーの発言は非常に狭いと

言えます。つまり各クラブの活動が国際ロータリー

の組織規定に合っているかどうかを見る事と国際

ロータリーの推奨事項を取り上げているかをチェ

ックすることぐらいです。 

このクラブの活動計画書を拝見しましたところ、若

干の指摘するところはありますが、非常に良くでき

ていると思いました。 

クラブ活動計画書を端から端まで全部よく読むこ

とがロータリーの早わかりです。このクラブの歴史

も書いてあります。この活動計画書の特にすごいな

と思ったところは、国際大会の歴史が記載していま

すが、この様なクラブ活動計画書は初めてです。 

まずはクラブ活動計画書を３回読んでいただきた

いと思います。 

最初はざっと、２回目は少し拾い読みをして内容を

把握して、３回目はどこに何が書かれているかを覚

えて後であの辺に書かれていたなあとわかるため。

是非活動計画書をよく読んで下さい。 

クラブ定款の話に入ります。このクラブの活動計画

書が限りなく 100点満点に近いです。詳細は会長幹

事懇談会にてお話しさせて頂いておりますので再

確認をさせて頂ければよろしいと思います。このク

ラブ定款は今まで訪問させて頂いた中では完成度

は５番目以内に入ります。しかしながら多少残念な

ところがあります。正しい定款は、手続要覧の定款

を直さずそのまま取り入れる事。但し定款に２つ書

き入れる事が出来ます。それは①クラブの名前②ク

ラブの所在地それと③✔を入れる事で、それ以外は

一切できません。 

このクラブと国際ロータリーの関係の話にもなり

ますが、クラブ定款についてなぜそこまで細かいこ

とをいうかと言いますと、今日見させて頂きました

認証状について話す必要があります。 認証状を見

た事がないと言うクラブがほとんどでございまし

て、このクラブの方もほとんどがそうではなかろう

かと思います。 

この認証状に何が書かれているかという事が大事

です。 

記載事項は国際ロータリーの定款を順守すること

により、あなたのクラブを国際ロータリーの会員と

して認めます。また国際ロータリーの加盟会員にな

ったら、加盟会員としての特典を享受できますとい

うような内容になっています。 

加盟会員の特典とは、成田空港南ロータリークラブ

の会員であると名乗れること、ロータリーの徽章・

マークを使える事等です。国際ロータリーとクラブ

との関係はクラブ会員とクラブの関係と同じです。

クラブ会員はこのクラブの理事会が決定したこと

に反対はできない立場であります。しかしながら拒

否はできないが選択は可能です。例えば都合で欠席

する場合メークアップできる選択があります。クラ

ブと国際ロータリーの関係についてクラブは半独

立団体（よくクラブの自主性とか自治権とか言われ

ますが、クラブは完全独立ではない）です。半分は

国際ロータリーの方針を受け入れなければなりま



ニコニコボックス せん。それは推奨事項と強いお願い事項に表れてい

ます。 

今、国際ロータリーはどういう動きになっているか

と言うと、従来の活動のやり方を変えようという動

きがあります。 

1990年代より、世界の会員の人数の減少が見られ

るようになりました。そこで国際ロータリーではど

うしたら良いかと考え、まず 2003‐2004年に大き

なアンケート調査を行いました。今迄は、会員の皆

さん胸にロータリーバッジをつけて歩きましょう、

ロータリーマークの旗を掲げて活動していれば世

間はロータリーについて認知してくれるだろうと

思っていましたが、それは全くそうではなかった。 

世界中の４割の方はロータリーのことは全く知ら

ない。４割の人は、名前は聞いたことがある。２割

の人は、少し知っている。またライオンズクラブの

方が、はるかに知名度が高かった。こうした結果を

得て、今後ロータリーはどうしたら良いかを考え、

2009年にアンケート調査をまとめ今後の方針とし

てロータリーは 3つの柱を掲げました。 

①もう一度ロータリーの活動を見直し、国際ロータ

リーが各クラブをサポートします 

②活動において、人道的奉仕活動に焦点をあてまし

ょう 

②ロータリーブランドをうちだそう 

これがローリーの戦略計画です。まずはロータリー

クラブを活性化しましょう。会員を増やし活性化し

ましょう。 

国際ロータリーが具体的に言ってきていることの

中には、まず、会員減少を止める。前後２週間のメ

ークアップができるので欠席を減らせます。逆に、

会員になる人の範囲を増やします。まず職業分類を

１業種５人までの会員を認めます。職業分類自体だ

けではなく、活動の分類でも会員になる事ができる

ようにします。 

これでは会員の質が落ちるとはとらえず、ひとつの

大きな流れととらえて頂きたい。 

国際ロータリーの方針自体には拒否はできないが、

各クラブにて採用の選択はできます。 

以上この様な事を各クラブにお話しして回ること

が国際ロータリー役員であるガバナーの役割と思

います。 

どうもご清聴ありがとうございます。 

 

 

 

 

土屋俊夫君・冨一美君・鈴木恭一君・内田裕雄君 

小林定雄君・前川成吉君・古西弘和君・行木英夫君 

市原豊彦君・伊藤元雄君・高田一行君・小川佐内君 

渡邊孝文君・倉石昌治君・安藤卓造君 

小野田行伸君・上原広嗣君・鈴木匡哉君 

…櫻木ガバナーようこそいらっしゃいました 

 貴重なお話ありがとうございました 

 

        本日計   18,000 円 

         累 計  446,049円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会日 会員数 出席 

11月26日 39 25 

 

出席率に
用いる数 ％ 

34 73.53 

 
☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★ 

出席報告 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ協議会 
議長 伊藤会長 

議題 ①ＩＭの講演内容への質疑応答 

    ②ロータリー全般に対する会員からの質問 

    ③例会、出席、メーキャップなどについて 

    ④クラブで特にアピールしたい事 

     長所や短所、問題点など何でも結構です 

    ⑤その他 

 

 

 

 

 

 

土屋ガバナー補佐挨拶 



懇 親 会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乾杯のご発声  第44代会長 鈴木恭一会員 

 

国際ロータリー2790地区フェローシップ委員会  匝瑳市飯髙壇林里山散策  平成27年11月28日 

八日市場ＲＣの骨折りとは気が付かず、昼食時リラックスしてしまいました。地区のイベントを１クラブで対応するのは無理だと思い

ます。共催クラブを多くして動員したほうが良いと思いました。（土屋俊夫会員） 

 


