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BE THE INSPIRATION

インスピレ－ションになろう
第４３回

例会

2019 年 6 月 5 日(水)

NO.2455

ラヴェンナの初期キリスト教建築物群

1996 年登録

世界遺産
◆メークアップ

■司会進行 浅野文夫 SAA
◆点鐘

渡邉元貴会長
１２時３０分

◆国歌斉唱「君が代」
Ｒソング「奉仕の理想」
◆出席
会員 49 名
出席 29 名・欠席 20 名
◆出席率
63.04 %

【敬称略】

・6/5 第 12 回定例理事会
渡邉元貴・加藤智生・松岡邦佳
大里光夫・藤永範行・林孝二郎
浅野文夫・鶴岡大治・堀内正人
◆結婚祝

【敬称略】
・5/30 林孝二郎

おめでとうございます！

◆前々回出席率 44.18% 修正後出席率 72.09%
◆欠席者【敬称略】
石渡正明・齊藤新一・嶋津正和・林田謙志
三沢 猛・石渡雄悟・叶川博章・栗坂禎一
大澤藤満・金見和子・藤野宏冶・近藤直弘
小林千晃・小林裕治・豊田文智・藤野宏冶
渡邉愼司
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国際ロ－タリ－
ＲＩ会 長
地区ガバナ－
ガバナ－補佐

バ リ－・ラ シ ン
橋 岡 久 太 郎
吉 野 和 弘

■ゲストの紹介

渡邉元貴会長

◇第 2790 地区第５グル－プ
2018-19 年度ガバナ－補佐 吉野和弘 様

《一年間のお礼の挨拶》
木更津東ＲＣの皆様、力不足のガバナー補佐に御
協力頂きまして誠に有り難うございました。ＲＩ
会長バリーラシン氏の本年度のテーマ「インスピ
ィレーションになろう」そして橋岡ガバナーの地
区テーマ「伝統と未来」誇りと連帯感を胸に掲げ
一年間行動していただきまして有り難うござい
ました。この時期になりますと、一年間の事業が
走馬灯のように、頭の中を流れて行きます。地区
大会、情報研修会、インターシティーミーティン
グ、親睦チャリティーゴルフ、各、ある事業に沢
山の会員様に参加を頂き、熱心に討議していただ
きました。クラブの前向きな事業計画を、着実に
実行していただき、有り難うございました。至ら
ないことが、多々あったと思います。この場を借
りてお詫び致します。次年度の小川ガバナー補佐
さんは優しく行動力のある方です。本年度同様に
皆様にさらなる御協力お願いして、お礼のの挨拶
とさせていただきます。

■会長挨拶・報告

渡邉元貴会長

何事にも心が先行す
るということは真理
です。
病は気から。私自身、
何の治療をしたわけ
でもないのに持病を
気力で（？）治した実
体験があるため、この
意味を肌で理解でき
るのですが、一方で５
年前から患っていた
外耳炎が病院にかか
ったとたんに完治したという体験もしたことは
以前お話ししました。過信は真理を見失うという
こともまた真理なのですね。
先日、八天堂本社の事業方針説明会に行ってきま
した。世界市場に目を向けている八天堂ですが、
地元の地域貢献もおろそかにしていません。理念
経営を実践している社員の眼は輝いています。そ
の甲斐あって本年３月には「日本で一番大切にし
たい会社」大賞を受賞しました。「八天堂は社員
のために、お品はお客様のために、利益は未来の
ために」わかりやすい社風の根底には公の精神が
流れていて、「会社は社会の公器である」という
あの名言を彷彿とさせます。理念をそのままに実

践している会社は少ないと思います。社員一人ひ
とりに理念と基本方針が沁み渡っていることが
そのまま会社の力となるのです。
私の経営する社会福祉法人は、経済とは直接関係
がないと思われていました。現在でも、福祉事業
はあくまでも公共事業で、経済活動とは一線を画
すものであるとの見方が強いです。そういうこと
から、我々の事業展開が金儲けをしているという
見方をされることも少なからずあります。しかし、
私はこれが悪いこととは全く考えていません。経
済という言葉の本をたどってみますと、経世済民
【世を經（おさ）め、民を濟（すく）う】です。
個々の幸福と公の精神を重んずる福祉と本来の
経済とは同義に思えるのです。皆さんはどうお感
じでしょうか。
渋沢栄一は言いました。利益は、よいことをやっ
たその残り、つまりカスだと。あらゆる組織活動
は利益を出すために存在するのではなく、よいこ
とをすることが目的なのだということだと思い
ます。
心は行動に先行する。この一年間、全員主役の明
るい例会を、との方針でやって参りました。これ
は私にとって方針というよりもむしろ願いでし
た。しかし、そこはさすがにロータリークラブの
皆さま。何とか年度の最終月を迎えることができ
たのも、皆さまお一人お一人がそれぞれのお役に
徹していただけたおかげと感謝申し上げます。
本日は、次年度アワーです。加藤年度にこの明る
いバトンをお渡しして参りたいと思います。

■幹事報告

大里光夫幹事

1.幹事報告
1) 本日は次年度アワ－
です。アワ－の時間にな
りましたら、配布された
委員会別テ－ブル座席
表に基づき、ご着席下さ
い。また、本日は例会終
了後、理事会が開催され
ますますので担当理事
の出席をお願いいたし
ます。なお、次週 6 月
12 日(水)の例会アワ－は「1 年を振り返って」
となっております。当年各委員長に 1 年間の委
員会報告を発表していただく予定です。2018－
19 年度委員会活動報告(先日の現新クラブ協議
会において発表されたもの)の発表をご準備下
さい。
2）地区 R 財団より「年次基金寄付のお願い」が
届いておりますので回覧いたします。
2.他クラブからのお知らせ
1）特になし
3.その他のお知らせ
1) 木更津市献血推進協議会より「令和元年総会
資料」が届いておりますので回覧いたします。
4.回覧
・ 地区 R 財団より「年次基金寄付のお願い」
・木更津市献血推進協議会より「令和元年総会資
料」

■委員会報告
◇ロ－タリ－の友 ６月号
雑誌担当副委員長

◇ニコニコボックス
クラブ管理運営委員会

宮寺順子会員

山中 恵会員

Ⅰ、横組み
１、「５Ｐ～１５Ｐ」
特集・クラブ「広報力」
印象に残るロータリ
ーのつくり方
第 2730 地区・鹿児島
西ＲＣ（広報公共ｲﾒｰ
ｼﾞ部門所属）
：深尾 兼
好 様
効果的な広報の仕方
について話を伺いま
した。地区やクラブの活動を地域にＰＲし、
ロータリーをさらに知ってもらうためには
何から取り組めば良いでしょうか。
○広報のいろは ○広報ツール一挙紹介！
○ロータリーを伝えるポスターを作ろう
２、「１６Ｐ～１９Ｐ」：ＲＩ ２０１９年規定審
議会報告（前回：2016 年開催）
（4/14～18：アメリカ・イリノイ州シカゴの
ハイアット・リージェンシー・シカゴ）
ロータリーの根幹を決めるのは「草の根ロー
タリアン」
国際ロータリー規定審議会代表議員世話人
代表：曽我 隆一 様
（１）制定案１９－３５「欠席のメークアッ
プに関する規定を改正する件」
提案者：米国第 5580 地区 CloquetRC
① 今までの例会の前後 14 日間のメーク
アップの規定を、同年度以内とする。
これは、今までの例会出席を厳しく組織規
定では縛らないで、クラブの考え方（クラ
ブ細則）に委ねられると解釈します。
（２）制定案１９－３９「クラブの構成を改
正し職業分類の制限を廃止する件」
提案者：ＲＩ理事会
① ＲＩ定款の第５条「会員」
・第２節「ク
ラブの構成」に関して、クラブがバランス
の取れた会員構成を保つために必要な組
織規定文書の言葉を維持しつつ、ある一つ
の職業分類の下にクラブに入会できる会
員数の制限を削除するものです。
Ⅱ、縦組み
１、「４Ｐ～８Ｐ」サッカーで見る世界観：横浜
ＦＣ会長 奥寺 康彦 様
今どきの人のように海外に出よう、海外でプ
ロ選手になろう。という意識を持ち、積極的
にチャレンジすることは大切です。海外でし
か学べないこともたくさんあるから、チャレ
ンジすることは大賛成。しかしその半面、日
本でオリジナリティーのある武器を磨き、あ
る程度の実績をつくることも必要だ。
（１）ある監督との出会いが人生の変わり目に
ドイツ・ブンデスリーガのＦＣケルン：へネ
ス・バイスバイラー監督
（２）サッカーはチームプレーでもその前に自
分
① まず自分、チームプレーを考えるにして
も、まず自分がしっかりしないとだめ。
② 自分で考えて、自分のサッカーをするよ
うになった。結果としてプロサッカー選手
という道を選んだことで、世界観を広げる
ことができた。

・林孝二郎会員
きれいな花束、あり
がとうございました。
来年金婚式です。こん
なに長持ちするとは思
いませんでした。幸い
なことに渡邉会長のお
話にあった様な哲学者
にならないで済みそう
です。女房に感謝、感
謝です。

■例会アワ－ 《次年度アワ－》

◇次年度 幹事

≪司会≫
藤永範行会員
本日は、次年度アワ－で
す。まずはじめに、次年
度会長、加藤会員より
「会長運営方針発表」
「次年度役員・委員長の
紹介」をしていただき、
その後テーブルごとに
委員会別協議をしてい
ただきます。どうぞよろ
しくお願い致します。

≪クラブ運営方針の発表≫
◇次年度 会長

《2019-20

加藤智生会員

運営方針・活動方針》

2019－20 年度の運営方針についてご説明させて
いただきます。
まず、スロ－ガンを「結」にさせて頂き、サブス
ロ－ガンとして「結び合い繋がり合い絆が生まれ
る」とさせていただきました。
2019－20 年度 RI の会長であるマ－ク・ダニエル・
マロニ－氏のテ－マは「ロータリ－は世界をつな
ぐ」と発表されました。それも踏まえ結びつきや、
人と人との繋がり、地域との繋がりをメインに考
えました。
また、活動方針につきましては例年と変更したも

のまたは新たにチャレンジするものに関してご
説明させていただきます。
活動方針の１. クラブ奉仕の③番で、木更津東
ロ－タリ－クラブの歴史を再認識するためにチ
ャ－タ－メンバ－もしくはそれに準ずる会員に
教えを乞う。とさせていただきました。これは昨
年 50 周年を迎え、改めて木更津東 RC の歴史を学
びたいし、昔の話は非常に面白いからであります。
次に⑤番、女性会員が多くなってきましたので、
女性から見たロ－タリ－というものをテ－マに
女性会員による例会アワ－を実施したいと思い
ます。
次に⑥番。せっかくうちのクラブは木更津総合高
校のインタ－アクトクラブ部を提唱しています。
それを生かさない手はないと思いますので、是非
若い方々にこの木更津の将来像なんかを聞いて
みたいと思います。

次に３. の社会奉仕ですが、②番。新たな事業
の検討・実施ということで太田山公園に桜を植え
たいと思います。こちらは地区の補助金を利用し
ながらできれば BIG&R の会なんかとも交えて行え
ればと思います。
次に４. 国際奉仕ですが、大澤会員のご協力の
もと、新たに米山奨学生を招き入れますのでその
支援。また、山羊銀行が終わって、この後どのよ
うな国際奉仕活動があるかなども模索、検討した
いと思います。
次に会員拡大ですが、少なくとも 50 名というの
を維持したいと思います。最後に今後のために中
長期ビジョンを作りたいと思います。
－１年間よろしくお願いします－

点鐘

渡邉元貴会長

オ－クラアカデミアパ－クホテル 例会食事

オ－クラアカデミアパ－クホテル 例会食事
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