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国際ロ－タリ－第 2790 地区 

SERVE TO CHANGE LIVES  

2021-22年度国際ロ－タリ－テ－マ 

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために 

◆欠席者【敬称略】      
石井文子・叶川博章・近藤直弘・阪中昌司・
嶋津正和・鈴木秀幸・趙 亜南・鶴岡大治・
中野麻美・林田謙志・宮寺順子 

 

◆出席 会員４１名 ◆出席率    ７１.０５％ 
出席２７名 ◆前々回出席率 ７３.６８％ 
欠席１５名 ◆修正後出席率 ７６.３１％ 

 

◆メイクアップ 
・11/15 指名委員会     

渡邉愼司・吉田和義・渡邉元貴・加藤智生・ 
大里光夫・大澤藤満・松岡邦佳 

・11/30 第 6回第 5グループ会長・幹事会         
渡邉愼司・吉田和義 

  
 
  

 ◆Ｒソング 「奉仕の理想」 
 

 

◆四つのテスト     小林裕治会員 

◆点鐘 １１時００分  
渡邉愼司会長    

 

 

■司会進行  加藤智生ＳＡＡ    
 

 

 ◆国歌斉唱 「君が代」 
 

 

【懇談会（10：00～10：45）】    
 出席者：ガバナー・ガバナー補佐・会長・幹事・

会長エレト・副幹事 
 

 

【例会（11：00～11：30）】    
 
 

 

【 ガバナー公式訪問 】 



◆ゲスト・来訪ロータリアン紹介  
渡邉愼司会長 

◇ガバナー 梶原 等様 
 
■会長挨拶・報告       渡邉愼司会長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本日は国際ロータリー2790 地区梶原ガバナ

ーにお越し頂きまして、誠にありがとうござい
ます。また、緊急事態宣言を受けての延期への
対応につきまして、重ねて御礼申し上げます。 
 入会歴の浅い会員も多くいますので、ガバナ
ーとはどの様な役職なのかを少しお話させて
頂きます。MY ROTRY のガバナーというペー
ジには、「ガバナーは、奉仕プロジェクトやロー
タリーのさまざまなプログラムへの参加を奨
励しながら、クラブのモチベーションを高める
という大切な役割を果たします。」と述べられ
ています。 
 ガバナーは、就任の 2～3 年前に、地区内ク
ラブによって選出され、ガバナーノミニー、ガ
バナーエレクトと呼ばれる役職をこなして、ガ
バナーとなる事ができます。また、ガバナーエ
レクト時には国際協議会に出席しなければい
けません。その他にもガバナーになるための講
習などを受ける必要があります。 
 11 月のガバナー月信をみると、第 2790 地区
は 9 月末日で 82 クラブ、会員数 2,676 人とな
っています。多くの会員を束ねるリーダーとし
ての役割を果たしています。また、82 もあるク
ラブを訪問してロータリーについての指導や
支援をして回るので、精神的にも体力的も大変
な役職だと言えます。 
 先日の地区セミナーでも梶原ガバナーがお
っしゃっていましたが、ガバナー職も 12 月ま
でが大変忙しく、年を越すと次年度の準備等が
始まってくるので、賞味期限はきれるけど消費
期限は残っているといった感じの様です。クラ
ブの会長職も同様で、12 月の年次総会が終わる
とホッとすることができます。 
 この様にガバナーになるにはその前に多く
の研修や、国際会議に参加し、ガバナーの任期
時にも多くのセミナーや公式訪問など、1 年中
飛び回らなければなりません。そして、ガナバ
ーの次にはパストガナバーとして地区での委
員長など多くの役職を担うようになります。当
クラブの山田パストガバナーも地区において
幾つかの職を兼務しています。 
 本日は梶原ガバナーから地区に関すること、
ロータリー関する事など多くのお話を頂ける
事になっております。事前に頂いた資料の量が
とても多かったので、ガバナーとして私たち会
員に伝えたいことが多いのだとわかりました。

会員のみなさんもこれを機会に地区について
ロータリーについて知って頂きたいと思いま
す。 
 
■表彰状授与 米山功労者メジャードナー 

山田修平会員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■次年度理事候補者発表  

指名委員会 林孝二郎委員長 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
木更津東ロータリークラブ細則第 9条により、

11 月 15 日に指名委員会が開催されました。指
名委員会は同細則により会長、会長エレクト及
び会長の指名する 5名の会長経験者により構成
されると定められており、私が委員長に互選さ
れました。細則では、「指名委員会は、副会長、
会計、副幹事及びその他の 5 名の理事について
候補者を指名し、年次総会 1 週間前の例会にお
いて発表する」旨定められておりますので、以
下の通り候補者を指名、発表いたします。 

 
副会長:近藤直弘、会計:佐藤丈夫、副幹事：小林
裕治、理事：松岡邦佳、加藤智生、藤野宏冶、
宮寺順子、林孝二郎 
今日発表された候補者は、来週 12 月 1 日の例
会時の年次総会において採決により決定され
ることとなります。 
 なお、すでに決まっているその他の役員は以
下の通りです。 
会長:大里光夫、直前会長：渡邉慎司、会長エ
レクト：堀内正人、幹事：石田亨 以上で
す。 



■ガバナー講話  
ＲＩ第 2790 地区 ガバナー 梶原 等 様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-22 年度 第 2790 地区ガバナーを拝命
しました梶原等と申します。千葉 RC に所属を
しております。どうぞよろしくお願い申し上げ
ます。 
昨年度はグループ再編の件、ガバナー補佐選

出の件で地区内のクラブの皆様をお騒がせし
ました。唐突な話であったことに改めて反省し
お詫び申し上げます。又、その再編等に関して
ご理解を頂きました皆様には改めてお礼申し
上げます。今年の 1 月に地区リーダーシッププ
ランＤＬＰ特集号を月信で発行しました。 
ここで改めて地区のリーダーシッププランに
ついて話をさせて頂きます。それでは、2790 地
区の歴史を振り返りましょう。 
当地区は 1951 年、東京ＲＣをスポンサーと

して千葉ＲＣが設立され、その後県内各地に 
クラブを作り展開してきました。それから70年
が経過しました。会員数のピークは 1997 年に
4337 名を数え、クラブ数ではちょうど 2000 年
に 85 クラブが存在しました。今はどうかと言
いますと 2021 年 7 月 1 日現在、会員数は 2665
名、クラブ数は 82 クラブです。この一年で 60
数名の退会がありました。そこで地区は戦略計
画委員会を立ち上げ、ガバナー、エレクト、ノ
ミニー、デジグネート、更には直近のパストガ
バナーとでメンバーを構成しました。地区事務
所の課題や、グループ再編の件、あるいは地区
として取り組むべき各種プロジェクトについ
て話し合って方向性を検討しています。 
地区としての課題は何と言っても各クラブ

の会員数の維持拡大とクラブの強化です。それ
には地区リーダーシッププランＤＬＰ、クラブ
リーダーシッププランＣＬＰ、クラブ戦略計画
や地区戦略計画があります。昨年より引き継い
だ課題にはガバナー補佐の負担の平準化やグ
ループ再編、ガバナー補佐任命に関する事です。
昨年は周知不足により大きな混乱になり、グル
ープ再編は延期に、そしてガバナー補佐の選出
に関しては課題が残っています。そして、地区
グループの再編会議では今年度中に具体的な
案を示し、それを各クラブへ周知し、具体的な
アクションに結びつけるための準備をします。
そして 2022-23 年度には地区内へ周知し、広域
的なクラブ間の交流を図ります。2023-24 年度
には再編実施に向け一定の方向性を示します。 
具体的には地区内を４つのブロックに分け、ガ
バナー補佐同士が横の連携を取りやすくする
と共に、そのことによりガバナーとの綿密な連

携にもつながりその事からクラブの活性化に
と役立てていきます。又ガバナー補佐の選出が
もっと自由に柔軟になる事が望まれます。 
これらを今年度各クラブともう一度協議して
参ります。それでは、地区 リーダーシップ・プ
ランを確認しましょう。ＤＬＰには以下の役職
者に明確な責務と任務があります。 
「ガバナー補佐」「研修リーダー」「地区委員長」
「クラブリーダー」DLP によればガバナー（エ
レクト）は、ガバナー補佐を任命しそのガバナ
ー補佐が担当するクラブを決め、そのクラブ群
をグループと呼びます。ガバナーに変わって担
当するグループ群のゼネラル マネージャー 
R I や地区の意向などを具体的に各クラブへ向
けて発し、サポートすることが役割です。ガバ
ナー補佐の役割（ミッション）とは・・・ 
 
1. 会員増を見据えた会員拡大計画（戦略）を具
体的に。 

2. 財団・米山への寄付地区目標に関する対応と
周知徹底。 

3. クラブ奉仕プロジェクトについて具体的サ
ポート。 

4. 中期・長期計画（クラブ戦略計画）の策定。 
5. 例会の出席率向上・クラブ会員基盤の向上。 
6. 女性会員・ローターアクター等の交流活性化。 

7. クラブの長所 (注目ポイント）を強化します。 
 
これらがガバナー補佐の役割です。そして、

2021 年度ガバナー補佐の方々には以下の事を
依頼しております。 
 
1.ロータリー地区情報研究会 
新会員に職業奉仕を示しましょう！ 

2.ＩＭは会員基盤向上セミナーとして奉仕プロ
ジェクトや会員増強のインパクトのある 
事例を皆で学びましょう！ 

（2 つ以上のグループで広域的な集まりを！！
持っていただきたい） 

3.環境保全プロジェクト・ポリオ根絶及びコロ
ナ終息祈願プロジェクト等・ロータリー広報
公共イメージの PR も兼ねて地区としての奉
仕プロジェクトを実施して参ります。 

 
そして、2021-22 年度 2790 地区スローガン

を以下の様にさせて頂きました。 
昨年度はグループ再編の件や、ガバナー補佐

選出の件で地区の中が殺伐とした空気があり 
ました。話が唐突であった等、もう少し相手の
立場に立って物事を考え行動すればそのよう
な事にはならなったと反省をしております。愛
情をもって接するという事を今一度見つめ直
す意味でも、愛他精神、愛他主義である“Ｌｏ
ｖｅ Ｏｔｈｅｒ Ｓｐｉｒｉｔ”を地区のス
ローガンとさせて頂きました。そしてサブタイ
トルとして、『～繋ごう次世代へ夢のある未来
に向けて～』とさせていただきました。私達ロ
ータリアンも次の世代にロータリーを渡して
いかなければなりません、受け継ぐ将来のロー
タリアンに対して、夢を語らなければなりませ
ん。夢ある未来を見せていかなければなりませ



ん。健康で安全な地球を、地域を次の世代に渡
していかなければなりません。それが出来るの
が私達ロータリアンです。そんな思いを合わせ
てスローガンとさせて頂きました。 
それでも、ロータリーの基本は職業奉仕で

す！ｓｅｒｖｉｃｅです。しかし今はＴＡＫ
Ｅ・ＡＣＴＩＯＮの時代になりました。ベテラ
ンのメンバーは若いメンバーには職業奉仕を
伝え若いメンバーはベテランメンバーにＴＡ
ＫＥＡＣＴＩＯＮを理解してもらってくださ
い。その事がロータリーを輝かせ次の世代に繋
ぐ事に結びつきます。 
此処で私の職業奉仕の話をさせて頂きます。 

私の職業は建築設備設計です。ここ数年はロー
タリーかもしれませんが・・・ロータリーで培
った経験が今に生きています。私がロータリー
に入会した当時先輩ロータリアンを見て私も
将来は先輩ロータリアンの様に業界団体の役
職を受け自らの職業の更に延長線上で活動し
ていきたいと思いました。このロータリーで学
ぶことにより、会社の若い社員を育てることに
繋がり業界団体の役職を受け、県や国との連携
も図れる仕事が出来るようになりました。これ
らはほぼ同業・近い業種のクラブの先輩が背中
を見せてくれたからです。職業でも次の世代に
繋ぐ為に奮闘中です！ 
さて、話は変わります。私達ガバナーはガバ

ナーに成る為の最後の研修である国際協議会
へ参加します。その国際協議会場入り口の懸垂
幕の標語です。以前は「ENTER  TO  LEARN  
GO  FORTH  TO  SERVE」（入りて学び、出
でて奉仕せよ）(1947-48 年度 S.ケンドリック 
ガーンシーRI 会長テーマ）と記されていました。
私はコロナ禍の為にアメリカには行けず、バー
チャルでの国際協議会でしたが、バーチャル上
の ス テ ー ジ に も 「 JOIN  LEADERS  
EXCHANGE  IDEAS TAKE ACTION」
（リーダーたちが集まり、アイデアを出し合い、
社会のために行動しよう）今はこの様に大きく
変化してきたのです。改めて、国際ロータリー
はロータリーのビジョン声明を発表していま
す。私たちロータリアンは世界で、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
界を目指します。そしてロータリーの戦略的優
先事項と目的は以下の通りです。 
 
1. 「より大きなインパクトをもたらす」 
2. 「参加者の基盤を広げる」 
3. 「参加者の積極的な関りを促す」 
4. 「適応力を高める」 
 
その為には“大きな意識改革”が必要なのです。 
大きな変化と言えば、昨年 12 月の事です。国
際ロータリーが組織改革の発表をしました。 
いつの間にか国際ロータリーも組織運営の在
り方を見直す時期に来たようです。 
・100 年続いた地区制度を刷新する様子 
・Shaping Rotary‘s Future“S R F” ロータ
リー未来形成 

・2018 年 7 月に SRF 委員会が発足 

・2020 年 12 月に発表され 2030 年から改編案
実施予定です。 

 
具体的には、はっきりしたことは解りませ
んが以下の事が発信されています。 
国際ロータリー“未来形成”（ＳＲＦ）につ

いて国際ロータリーは100年以上続いた地区
制度を見直し、言語圏や文化圏等に分割した
約 40 のリージョン（Region）に分かれ、１
リージョンには 30~40 セクション（Section） 
世界に 1500 のセクションが生れるというこ
とです。構想・日本には 102 のセクションが
生れる予定です。セクションにはセクショナ
ルリーダー（任期は 2 年で、選挙で選出しま
す）リージョンにはリージョンカウンシル
（任期は 3 年で、選挙で選出します）このよ
うに大きく変化する様です。詳しいことがわ
かりましたら改めて通知します。 

  時代は変革期を過ぎ、既に新しい時代へ突
入しております。ロータリーも新しい変化に
対応していかなければなりません。時代の先
を進まなければなりません。次の世代に夢を
繋いでいくのは“Mover‘S（変革者）”であ
る私達ロータリアンなのです！此処で改め
て確認です。ロータリーの本質は？( service  
fellowship )親睦と奉仕。私達が向かう先は？
どこでしょう。輝く未来でなければなりませ
ん。本質は決して忘れず、形の変化は恐れず
に柔軟に！（多様性：Diversity）胸を張って
“ロータリアン”として活動しましょう！！ 
地域に頼られるロータリーになりましょ
う！多様性：Diversity・公平さ：Equity・開
放性：Inclusion をもって流石ロータリー、ロ
ータリアンって言われる為に！  高潔性；
Integrity を大事にしましょう。そして個々の
ロータリアンが私の職業奉仕を語りましょ
う。語り合いましょう。そして伝えましょ
う！流石ロータリアンって思われる様に自
信をもって行動しましょう！更に基本とな
るクラブは、ＲＩや地区の変化に対応できる
事です。自立したクラブである事です。組織
の変化に柔軟に対応できる事です。各ロータ
リアンはロータリーの基本理念であるＳＥ
ＲＶＩＣＥを実践する事です。 

 
今年度国際ロータリーのテーマです。 
 
『2021-22 国際ロータリーテーマ』 

ＳＥＲＶＥ ＴＯ ＣＨＡＮＧＥ ＬＩＶＥＳ 
奉仕しようみんなの人生を豊かにするために 
 
シェカールメータ会長はこの様にメッセ

ージを発信しました。奉仕とは自分が住むこ
の空間に支払う賃貸料であると。 
Serve is the rent I pay for the space I occupy 
on this earth 
Love for others   他の人の為に生き 
Ｃare for others    世話をし 
Serve others    奉仕する事です。 
 
 



ヴィヴユーカーナンダ インドの宗教か誰
かを助ける時その人に恩を施しているとは考
えないでください。実際にはその人たちがあな
たに恩を施しているのです。私たちが世界から
預かった恩恵への恩返しの機会を与えてくれ
ている。人生では与えるもの、“つかえる者”に
なりなさい。与える時もつかえる時も常に謙虚
であり“与えさせて頂けますか”。“つかえさせ
て頂けますか”とお願いをする気持ちになりな
さい。誰かの為に生きてこそ人生は価値がある。 
Only a life lived for others is a worthwhile 
と仰っています。そして以下のプロジェクトに
チャレンジします。 
・一つは会員増強です。 
Ｅａｃｈ Ｏｎｅ Ｂｒｉｎｇ Ｏｎｅつま
り会員一人が一人を入会に導きましょう 
目標は、120 万人⇒130 万人へ 17 年間で達成 
できなかった事をこの 1年間で達成させるとい
うビッグプロジェクトです。 
・そして、女子のエンパワーメントです。 
世界の中には女子という事で差別や不利益を
強いられている。女子の教育、健康、経済的発
展のスキルを与えましょう。女性ロータリアン
の活躍が国際社会を変えていきます。日本のロ
ータリーは女性メンバーにもっと機会を与え
ましょう。 
・3 つ目は“ロータリー奉仕デー”です。 
2 つ以上のＲＣ、ＲＡＣ、ＩＡＣが参加し 25％
は、市民団体や地域の人々の参加を促す。ロー
タリー7 つ重点項目で奉仕活動をお願いします。 
最後にもう一度シェカールメータ会長の言

葉を確認します。船は港に居れば安全です。船
の目的は港に居る事ではありません。大海に出
てこそ船の目的が成就されるのです。変革者で
ある我々は冒険でありメンテナンスではあり
ません。私達は奉仕し、みんなの人生を豊かに
するためのパワーと魔法を持っています。 
ＴＡＫＥ・ＡＣＴＩＯＮ＆ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ 
 
1 年間どうぞよろしくお願い申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■委員会報告 
◆ニコニコボックス報告  

親睦出席委員会 内田重会員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇鈴木克己会員 
 誕生祝いありがとうございます。もう少し頑
張ります。 

 
◇平野秀和会員 
 結婚祝いのお花を頂きありがとうございま
す。家が華やかになりました。 

 
◇豊田文智会員 
 11 月 23 日何回目かの結婚記念日でした。花
束を頂きありがとうございます。 

 
◇石田亨会員 
 結婚記念の花束ありがとうございます。一年
に一回ですが、うちの奥様もとても喜んでく
れました。来年もよろしくお願いします。又、
太田山のカワズサクラの記念植樹もみなさ
んのおかげをもちまして無事に完了しまし
た。ありがとうございました。 

 
◇小林裕治会員 
 先日の桜の植樹は金見会員不在の中、石田会
員のおぜん立て、バックアップにより大成
功？！っぽくなりました！石田会員、本当に
有難うございました。又、林委員長はじめ社
会奉仕委員の皆様、会員の皆様のご協力によ
り無事に活動を行うことが出来ました！こ
の場をかりて御礼申し上げます！ 

 
◇山田修平会員 
 梶原等ガバナーには公式訪問にお出頂きあ
りがとうございます。今回例会で米山功労者
メジャードナーの表彰状を頂きました。 

 
◇ガバナー補佐 鈴木荘一様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

■司会進行  

吉田和義幹事 

 

 

◆開会の言葉 石田亨副幹事 

 

 

 

 

 

 

 

◆クラブ戦略計画に関する現況 

◇戦略計画について  
前戦略特別委員会 林 孝二郎委員長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1． 戦略計画特別委員会設置の経緯 

クラブ創設 50 周年（2018 年）目標のクラ
ブ長期計画の後を継ぐクラブ長期ビジョン
と 3～5 年の行動計画を策定するとともに、
2016 年規定審議会で認められた柔軟なクラ
ブ細則について当クラブの方針を定めるた
め、2019 年 10 月、加藤会長年度に当特別委
員会を設置した。 

2． 委員会活動 
特別委員会の委員としては各奉仕委員会

委員長等若手会員を中心に構成した。またパ
ストガバナーの山田会員には顧問役として
参加していただいた。毎月 1 回のペースで委
員会を開催し、会員へのアンケートの実施、
中間報告書の作成を行い、次年度に実施に移
すべき事柄については理事会承認を行った。
また 2020 年‐21年松岡会長年度に委員会を
継続し、残された課題を引き続き検討し、本
年 6 月に最終報告を行った。 

3． 委員会からの結果報告 
・会員相互の親睦および研鑽の場としての例会
を重視する。 

・地域での奉仕活動をより活発化する。その際、
中長期的観点から継続的なテーマで活動を
行う。具体的には、これまで行ってきた大田
山での奉仕活動を継続するとともに、新たな
社会奉仕、国際奉仕を発掘するため例会での
卓話の活用により活動の選択を行う。 

・会員の増強については、いたずらに拡大を目
指すのではなく、例会に出席できる人を条件
とし、50 人の維持を当面の目標とする。 

・IT の活用 
週報については、原則ホームページ掲載に換
え印刷物配布を極力少なくする。会員への連
絡手段は原則メールを利用する。申し出のあ
った場合にオンラインでの例会参加を認め
る。IT に不慣れな会員には代替手段を考慮す
る。 

・例会頻度については、当面現状通り月 4 回を
原則とする。 

・クラブ細則について、委員会構成、理事数、
指名委員会の権限強化、年度途中で入退会の
際の会費規程の明確化など改正の必要な点
を整理した。 

4． 実践への反映 
委員会からの報告について、理事会決定を

経て順次、実施に移されている。 
 
◇今後の方向性            渡邉愼司会長 
１．本年度の取組みについて 

テーマとして「奉仕する大切さをわすれず
に」と掲げ、卓話などを通して地域の問題点
や、国際奉仕をしている人たちの話を聞く機
会を得るようにしている。また、太田山につ
いては 2年前から進めている桜の植樹活動に
ついて、桜の植樹だけに終わらずに公園の整
備や、市民に太田山をもっと活用してもらえ
るような取り組みをしていきたい。11 月 21
日に実施した際には木更津道案内人の方に
お越し頂き、史跡等について説明をして頂き、
太田山を知ることにより興味をさらに増す
ことができた。 
 週報については、会員の負担軽減としてな
るべく原稿をデジタルで渡し、編集を外部の
人に委託している。基本はホームページとな
っているが会場でも配れるように 10 枚程度
印刷をしている。 
 例会についても、８月からの緊急事態宣言
を受け基本的にはリモートによる例会とし
たが、急な取組みだったためリモート環境が
整わない会員のため、人数を少なくして別会
場において一部対面式としました。 

  会員増強については、現在１名の入会者と、
１名の入会希望者がおり、若干名であるが増
員となる一方で、現役会員の急逝といつ悲し
い出来事もありました。今後は衛星クラブの
導入なども選択肢の一つとして考えていく
のも良いと思います。 

 
２．今後の取組みについて 

林前クラブ戦略委員長のお話にもあった
ように、今後クラブ細則について不足の部分
や、変更箇所について検討実施をしていく必
要があると思います。手続きがあるのですぐ
というわけにはいきませんが、戦略委員会の
会議内容をよく精査して進めていきたいと
思います。 
 

 

【クラブ協議会（11：30～12：15）】    
 
 

 



◆木更津東ロータリークラブの魅力や課題 

◇小林千晃会員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本日はガバナー公式訪問ですので、梶原ガバ

ナーに木更津東ロータリークラブの魅力をし
っかりとお伝えしていくとともに、クラブの向
上の為に課題も全員で共有できたらと思いま
す。先日、皆様にアンケートをお願い致しまし
た。その集計をもとに発表致します。 

 
【魅力について】 
1.女性会員が多い 
・その為、にぎやかで例会全体の雰囲気が、少
し華やか。 

・活発で明るい。 
・多種多様な考えのもと、活動ができ、刺激を
受けることができる。 
以上、男性の会員の方からのご意見だったの
ですが、お褒めの言葉を頂いたような気が致
します。もっと女性会員が増えるようになれ
ばいいなぁと思います。 
 

2.会員の構成が多様 
・会員の年齢が幅広く、職種、業態が様々で活
気がある。 

・20 代から 80 代までの年齢の会員が所属して
おり、年代に偏りがなくバランスがよい。 

 
3.例会場がオークラアカデミアパークホテル 
・例会場自体が、ゴージャス。 
・食事がとても美味しく、満足度が高い。 
特に洋食が人気です！！！因みに、私も洋食
が大好きです。 

・他クラブに比べ、ぬるすぎないし、厳しすぎ
ない。 

・日々の活動に積極的。 
・積極的に地域での社会活動をしている人が多 
く、クラブ外の方とのネットワークが広がっ
た。 
などのご意見を頂きました。 
私自身が女性ということもあり、女性会員が
もたらすクラブ内の雰囲気についてはよく
分からないのですが、ロータリークラブの全
体像として男性が多いイメージですので、も
っと女性が増えていくといいのかなと漠然
とですが、感じます。個人的には当クラブの
魅力は何といっても全てにおいてバランス
が取れていているということです。会員の年
齢層や職業は偏っていませんし、例会内容も
楽しいばかりではなく、お勉強になる事が多
く、例会終了後は参加して良かったなと思い
ながら、会場をあとにしています。また、先

日行われました太田山の桜の植樹も然りで
すが、木更津総合高校インターアクトクラブ
やボーイスカウト、ガールスカウトとの野外
での奉仕活動に積極的に参加される方が多
く、みんなで奉仕活動を行うというクラブ全
体の結束力は素晴らしいと思います。 
実は、私の同業種の補聴器販売店のお友達や
知り合いにはロータリアンが多く存在しま
す。お会いすると自然と自分が所属するクラ
ブの話になります。そういったときに自信を
持って、木更津東ロータリークラブだからこ
その活動内容や魅力などをお伝えしていま
す。 

 
【課題について】 
1.会員増強 
会員増強の一言が圧倒的に多かったです。 
また、中間の年齢層の会員が少なく、年代間
の断絶がある。 

2.参加率の向上 
例会の参加実績が少ないいわゆる幽霊会員
や体調不良などの理由で欠席する場合の方
へのフォローアップ。 

3.委員会活動の内容 
奉仕事業を増やす。 
委員会活動をさらに活発にする。 
年度間の密な引継ぎ。 

4.コロナ禍の対応について 
緊急事態宣言下から現在も参加できない

会員の為にリモートによる参加を取り入れ
て頂いていますが、奉仕活動や会員間の交流
も「人の集まり」が基本となるなかで、コロ
ナに端を発した、社会の変化にどう対応して
いくのか知恵を絞る必要がある。他には、木
更津東ロータリークラブの活動について外
部にもっとアピールすべき地元との密着度
と様々なご意見を頂戴致しました。私は、課
題というよりも是非取り入れて頂きたいこ
との一つに入会後の新会員向けの基本的な
お勉強会の開催をお願いしたいです。しいて
は、それが参加率の向上や退会防止に繫がる
のではないかと思っています。 
例えば、当クラブは入会後すぐ、親睦委員

会に所属して、例会開催時に会員の皆様を明
るくご挨拶してお迎えするという活動に参
加しますが、どうしてこういうことをするの
かとか、ロータリークラブの例会出席は絶対
で、欠席の際はメイクアップすることなどの、
ロータリアンとしては基本的なことを、お伝
えする時間が必要だと感じています。 
これらのことは、入会して右も左も分から

ない私に先輩方から参加するたびに教えて
頂いた事ですが、もし欠席が多ければ、この
ような基本的なことを知る機会がなく、本当
に知らないままになってしまうのではない
か？と危惧しています。 
また、例会出席については各委員会でお声

かけして参加を促すとか、何か一歩踏み出し
た工夫が必要ではないかと思います。 

 
 



◇直前会長松岡邦佳会員 
 
【木更津東ロータリークラブの誇れる点】 
1.例会や事業の運営がしっかりしている。 
（事前準備や段取りがしっかり行われており、
当日になって慌てることが少ない） 

2.メンバー数や世代数、入会歴等組織としてみ
た時にバランスが取れている。 

3.チャーターメンバーの有島さんやＰＧの山田
さんを中心に面倒見の良い先輩方によるク
ラブ内の研修や歴史の承継が適度に行われ
ている。 

4.メンバー間の仲が良く出席するのが楽しい。 
5.例会プログラムが外部卓話も多く充実してい
る。 

6.若手や入会歴が浅い人が役職に就き積極的に
活動していて、かつ先輩方が協力しつつ温か
く見守っていて組織が活性化している。 

 
【クラブの今後の課題】 
1.奉仕事業がほかのクラブに比べて少ない 
2.世代交代｟特に有島さん（チャーターメンバ
ー）、山田さん（ＰＧ）大澤さん（米山カウン
セラー）｠に代わる人材の育成 

3.グループや地区、他クラブなどにもう少し積
極的に参加してもよいのでは・・・。 

 
 
◆ガバナー講評 
 
太田山の活動を含め、クラブとしての取り組

みは継続していくわけで、会長、幹事が毎年変
わるだけで、単年度制ではないのかなと思いま
す。戦略計画委員会の方で、昨年度の会長、今
年度の会長、次年度の会長または、その次の会
長エレクト等が連携をとって、しっかりクラブ
の戦略を継続して新しいパターンをブラッシ
ュアップしていただく、こんなことをやってい
っていただければなと思います。 
会長の方からは、今後の方向性について具体

的な話をいただきました。特に太田山の活動に
ついては、クラブとして、会長としても強い思
いがあるようでございます。クラブのＰＲの部
分においても、ぜひ多くの方に周知が出来るよ
うな取り組みを行っていってもらえたらなと
思います。太田山公園がどのくらいの広さにな
っているか分かりませんが、例えば活動する時
に木更津東ＲＣさんの『のぼり』を 100 本作っ
て道路のところにたてて、その日はそれで活動
するということでも、木更津東 RC さんの存在
を知っていただく機会になるのではないかと
思います。いろんなことをチャレンジしていっ
てくれることを願っております。小林会員から
木更津東 RC の魅力を伺いました。女性会員が
多く、活発に活動されているということは、ク
ラブに対してすごい活力を与えているのでは

ないかと思います。金見会員が先日亡くなられ
たとのことで、本当に残念でございますけれど、
ぜひ、彼女の思いを今の女性会員 6 名の方がし
っかりと受け継いで、これからも女性会員をも
っと増やしていけるように、みなさんと力を合
わせていただきたいなと思いました。 
どのクラブも継続的な課題ではありますけ

れども、クラブの温かさや魅力というものを、
もっと奉仕活動を通じて地域社会に発信して
いだたく、また、それぞれの事業所・職場で会
員のみなさんが輝いてお仕事をされていくこ
とで、サービス・職業奉仕を展開をされていく、
それぞれの事業所の中でメンバーが活躍して
いる姿、地域でしっかり職業奉仕をされている
姿が結びついたところを会員外の方がみれば
木更津東 RC さんに賛同するってことは、こう
いう人たちになれるんだな、この人たちと仲間
になれるんだな、自分をもっとブラッシュアッ
プできるんだなということを確認できるのか
なと思います。こういう時代でありますけれど
も、いろいろな手法を使って、活動していって
いただいて地域で輝いていただければなと思
います。 

 

◆閉会の言葉 石田亨副幹事 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 木更津東ロ－タリ－クラブ事務局メ－ルアドレス eastkisarazu-rc@nifty.com 

 

◆点鐘 １２時１５分 渡邉愼司会長    
 

 


