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今週のプログラム 

「グローバル補助金奨学生 卓話」 

グローバル補助金奨学生 工藤 幸介様 

前回例会報告（７月２１日） 

点 鐘：石毛 充会長 

ロータリーソング：それでこそロータリー 

四つのテスト唱和  

ビジター紹介： 

第 8グループガバナー補佐  神﨑  薫様 

        補佐幹事  加瀬 善一様 
（就任挨拶・旭ＲＣ） 

銚子東ロータリークラブ会長 森 はるみ様 

           幹事 長谷川 弘様 
(就任挨拶) 

会長挨拶 

皆さんこんにちは。本日は、第8グループ神﨑

薫ガバナー補佐、加瀬善一補佐幹事、銚子東RC森

はるみ会長、長谷川弘幹事のご出席を頂いてお

ります。よろしくお願いいたします。 

先週、関東地方で梅雨明けしたと見られると

の発表がございました。その後、連日30度をこえ

る猛暑が続いています。近年夏の暑さは尋常で

はありませんね。急激な気温の上昇で体調を崩

されがちです。本来なら28日が土用の丑の日で

すが、皆様にスタミナをつけていただこうと、一

週間早く鰻をご用意させて頂きました。この美

味しい鰻で、夏を元気に乗り越えましょう。 

さて、先週からの活動を報告させて頂きます。 

初めに16日（金）千葉科学大学ローターアクト

2021年度7月例会が行われ、アクトメンバー17名

の出席と、当クラブより櫻井青少年奉仕委員長、

金島RAC委員長、島田RAC副委員長、須永幹事の4

名が出席されました。今年度はRACメンバー全員

で30名と聞いております。コロナ禍ですが、今後

の活動を楽しみにしています。 

19日には大橋交差点にて夏の交通安全薄暮時

街頭指導が行われました。淵岡社会奉仕委員長

を始め参加された皆様には暑い中大変お疲れ様

でした。 

もう一つ報告がございます。先日、寺内国際奉

仕委員長からサウスダバオRCの式典がZOOMで開

催されるとの事で、寺内委員長、須永幹事と私の

3名で参加しました。50名ほどの方が参加されて

おりました。もちろん英語での進行です。お祝い

の言葉だろうと思われる挨拶がありましたが、

何を言っているのかさっぱり理解できず、ただ

画面を見ておりましたら、銚子RCの3名の名前が

紹介されました。 

また2014年9月、銚子クラブでフィリピン・ダ

バオ盲学校のチャリティーコンサート支援で

「花は咲く」を歌った写真が公開され、なんとも

懐かしい思いに胸が熱くなりました。 

もうひとつ嬉しいことが！ ZOOMに参加され

ていたセントラルダバオRCの今年度会長は何と

神田忠さんとおっしゃるダバオ在住の日本人で

した。驚きです。まずはFBを通じての関係から多

くの情報交換ができたら嬉しいですね。いつど

こで誰と知り合う機会があるか分からないもの
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です。私は、これは偶然ではない、必然だったの

だと思います。皆様、突然やってくる素敵なご縁

を大切に！ 

最後になりますが、新型コロナ感染拡大で一年

延期された東京オリンピックがいよいよ開幕で

す。会場は無観客という異例のオリンピックと

なります。梅雨が明け暑い日が続きます。冷房の

効いた涼しい部屋で、選手の皆さんにテレビの

画面越しに熱い熱い大きな声援を送ってはいか

がでしょうか？ 

幹事報告 
【活動計画書拝受】流山ＲＣ、八日市場ＲＣ 

1. 風の便り Vol.6 No12 (通刊 82号) 

2. ロータリー全国囲碁大会案内状 

3. クラブ米山委員長セミナーご案内 

4. 第 54回インターアクト年次大会について 

5. ロータリー財団セミナーのご案内 

…ガバナー事務所 

【例会変更】 

銚子東ＲＣ 

7月27日(火) 8月10日(火) 

定款第7条第1節(ｄ）により休会 

小見川ＲＣ 

7月21日(水) 定款第8 条第1 節(ⅽ)により休会 

※尚、新型コロナウィルス感染拡大防止の為、食

事の時間を取らず、弁当の持ち帰りとさせて頂い

ております。時間は18時半〜19時の30分の例会と

なっております。 

会員の記念日   

創業記念日 鈴木 達也会員(7月 19日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧ 第 8グループガバナー補佐 神﨑 薫様 

一年間 よろしくお願い致します。 

✧銚子東 RC 森はるみ会長 長谷川 弘幹事 

一年間よろしくお願い致します。 

✧石毛 充会長 

本日は、神﨑薫ガバナー補佐、ご出席誠にあり

がとうございます。この後、卓話、クラブ協議

会と宜しくお願い致します。 

2020-21年度 １００％出席表彰 

年間平均出席率８１．３９％ 

年間１００％達成！ 

石毛会員・金島会員・上総会員・宮内(秀)会員 

宮内(龍)会員・宮内(清)会員・大岩会員 

大里会員・櫻井(公)会員・島田会員・須永会員 

髙橋会員・髙瀬会員・田中会員・寺内会員 

（以上 15名） 

卓  話  

「ガバナー補佐就任挨拶・卓話」 

第 8グループガバナー補佐 神﨑 薫様 

今年度第 8 グループガバナー補佐を引き受け

る事になりました神﨑です。1 年間宜しくお願

いいたします。昨年来の新型コロナウイルスの

猛威にメンバー各位には、仕事に大きな影響を

受けているものと思います。自社の仕事が成り

立ってこそ、ゆとりあるロータリー活動が出来

るわけで有りますので、一日も早くコロナを乗

り越えて行きたいと願っております。クラブの

活動においては、例会が一時期休会になり、ま

た開催出来てもいまだコロナに配慮しながらの

開催となっております。会長幹事には苦労が絶

えない事と思いますが、頑張って下さい。ワク

チン接種も進んでいますが、感染率の高いデル

タ変異株の拡散もあり、7 月に入ると感染者が

一段と増えだし、東京都では 4 度目の緊急事態

宣言が発動されました。銚子市も近々多く発生

との事。コロナの収束は当面見通せない状況で

す。 

本年度国際ロータリー会長はインド・カルカ

ッタ・マハナガル RC・シェカール・メーター氏

です。今年度のテーマは「奉仕しよう、みんな

の人生を豊かにするために」と発表されました。

テーマ講演の中で、(奉仕をするとき、誰かの人

生だけでなく、自らの人生も豊かになる）(人々

の世話をし、奉仕する事こそ、人生の最高の生

き方）と奉仕活動への参加を示唆されています。

具体的アクションについて述べています。No1・

会員増強 世界の会員数を１２０万から 130 万

に増強を、と呼び掛けています。No2・女子のエ

ンパワーメント 女子の教育、健康、経済的発展

を確保して、よりよい機会の為のスキルを与え

る場を創り出そう。No3・ロータリー奉仕デイの

実施 ロータリーの活動を世界中に示し、ロータ

リアンがブランド大使になって広報活動を実行

して欲しい。多方面に活力アップを提唱してい

ます。行動力溢れる、会長さんで有ります。こ
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れを受け、梶原ガバナーは（繋ごう次世代へ、

夢ある未来に向けて）と発表しました。ロータ

リーの歴史に敬意を表し、新たなるアクション

を示さなければならない「愛他精神」で次の世

代へ健全な地球環境や、安心安全な社会を繋い

でいかなければならない。ロータリアン一人一

人が意識を高め、新しい変化を起こして行こう

と述べています。地区組織について梶原ガバナ

ーは、地区リーダーシッププラン 2790地区モデ

ルを構築したい、と考えています。ロータリー

章典 17.030 に示されている地区リーダーシッ

ププラン（DLP）の構成要素には、「ガバナー補

佐・地区研修リ－ダー・地区委員会・クラブリ

ーダーシッププラン」といった共通の用語と責

務と任務が明記されております。特にガバナー

補佐の【責務と任務】をしっかり位置づける事

が何よりの優先事項で有ると述べております。

ガバナー補佐の選出方法においては今後、議論

を重ねて行きたいとの事です。 

今までの地区の動きについて 2021 年度から、

スタート予定のグループ再編成とそれに伴うガ

バナー補佐任命方法変更に於いて多くのクラブ

から疑問や反対意見等が有りました。当第 8 グ

ループも第９グループと併合する事になりガバ

ナー補佐の選出根拠の変更を検討しなければな

らず、地区との隔たりで大変もめました。前任

の大塚ガバナー補佐並びに各クラブの前会長幹

事に於いては大変ご苦労された事と思います。

他グループからも異議が出るなどでグループ再

編問題は 2 年先に送る事になり、ガバナー補佐

の選出も今まで通りに戻り、従って輪番で、旭

クラブが引受ける事になりました。私の最初の

補佐会議は第 5 回ガバナー補佐会議からです。

ここで前会までの議事録や、諸資料を見て、も

める事になったグループ再編成や地区リーダー

シッププラン（DLP）によるガバナー補佐の選出

方法等、今日までの経緯を理解しました。今回

のグループ再編成問題はかなり唐突に出た事案

と思っておりましたが、5 年前から検討されて

きた問題で有りました。漆原パストガバナーや

ガバナー補佐からすでにこの問題の説明が有り

ご承知と思いますが、グループ再編成は 2 年後

に実施の予定です。クラブ会員皆さんの理解が

無くては進め無い事ですので再度、経緯につい

てご説明いたしたいと思います。     

グループ再編に関する検討の経緯は、従前より

分区バランスの見直しを求める声が有り 2015-

16 櫻木ガバナー年度に各分区のクラブ数と会

員数の格差を是正するため分区再編成を計画し、  

地区計画委員会を設置、検討を始めたところか

らスタートしています。2016-17 青木ガバナー

年度 RI 会長推奨のもと、地区戦略計画委員会

を設置、分区の再編成をはじめ種々の検討を始

めました。2017-18寺嶋ガバナー年度 地区戦略

計画委員会にて分区再編成の検討を継続してい

ます。2018-19橋岡ガバナー年度 地区戦略計画

委員会にて分区制度から地区リーダーシッププ

ランの浸透と、グループ制度への移行を意識付

けるため呼称を、分区からグループに改称し、

新たなグループ番号を採用しました。当第 7 分

区は第 8 グループに変更しました。2019-20 諸

岡ガバナー年度 地区戦略計画委員会の傘下に 

地区グループ再編会議を設置、従前より検討し

てきた複数の再編案の中から 10 グループに再

編を決定。次年度を周知年度、次々年度から実

施すると言うスケジュールも決定しました。

2020-21 漆原ガバナー年度 前年度の決定を受

けて地区内に周知する年度となり説明に回る事

になりますが、システム上梶原ガバナーエレク

トも次期ガバナー補佐を内定すべく動き、各ク

ラブには唐突感が生まれる事と成り、今日に至

っています。2015～2020 と 5年にも及び、検討

されたのですが、この間の検討内容が各クラブ

に随時伝わっておらず、周知する漆原ガバナー

と実行年度の梶原ガバナーの補佐選出が同じタ

イミングになった事、そして第 8～9グループは

地区リーダーシッププランで認めているガバナ

ーがガバナー補佐を任命すると言う事の試みと、

第 8 グループ～9 グループとの意思疎通がかみ

合わず、グループ内の選出者とガバナーよりの

要請者と 2 名の名が出て混乱する事となりまし

た。地区内、他グループからも、いろいろな意

見が噴出、結果 2 年実施を先送りする事に至り

ます。2019-20諸岡ガバナー年度になるまでは、

検討段階なので各クラブへの通知まで至らなか

った事、次期ガバナー補佐の選出が 1 年前の年

度に行われる事が周知と重なり唐突感になった

のが原因です。グループ再編会議では今後、各

クラブのご理解を得ながら進めて行きたいとの

事です。【地区グループ再編会議メンバーは、

ガバナーを中心に過去 2 代のパストガバナーと

ガバナーエレクト、ノミニーで構成されていま

す。】歴代ガバナーが継承し、2年後に実施の予

定です。グループ再編会議の目的は、地区リー

ダーシッププランに則した地区の活動計画で求

められるガバナー補佐の職務負担の平準化を行

い、クラブ立案の計画に対し効果的なサポート

をするため、又将来の地区リーダーの育成に公

平性を期すためです。今後のグループ再編の素

案ですが、2790地区を 4つのブロックに分割し 
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各ブロック内にいくつかのグループを編成し、

それぞれからガバナー補佐を選出、うち 1 名を

ブロック総括ガバナー補佐としてガバナーエレ

クトが任命する。総括ガバナー補佐を将来ガバ

ナー候補として育成出来れば地区内偏ることな

くガバナーが選出できる事になるのではないか、

との事です。私はガバナー補佐ですので、地区

の方針を各クラブにお知らせし、ご理解を頂く

のが使命です。従って、これからの地区の活動

に対し各クラブからのご意見や、ご質問を頂き

補佐会議を通じグループ再編会議にて検討いた

だき、今後の方針に反映したいと思ってます。   

今年度の地区活動は RI 会長の具体的アクシ

ョンに有るロータリー奉仕デイの実施。ロータ

リーの活動をロータリーアンがブランド大使に

なって広報活動を実施する。世界ポリオデー・

トレインジャックプロジェクト(10/18～24）に

協賛 世界ポリオデー・撲滅祈願プロジェクト

(10/24）2790地区は成田山新勝寺にて護摩祈願 

環境保全プロジェクト(9/12）県内各海岸の清掃

を一斉実施 活動を社会に PR するのが狙いです。

ロータリアン以外の人材も参加して頂き実行し

たい。海岸清掃詳細は各クラブと打合せお願い

します。大勢の参加宜しくお願い致します。 

RIの動き 国際ロータリー【未来形成】（SRF）

についてまだ案ですが、国際ロータリーは、100

年以上続いた地区制度を見直し、世界を言語圏

や文化圏に分割し世界を約 40 のリージョンに

分け、そのうち一つのリージョンは、30～40の

セクションに区分され、世界中に約 1,500 のセ

クションが生まれると言う構想です。一つのセ

クションは、20～30のクラブを持ち、現在のガ

バナーの様なセクショナルリーダーを置き各リ

ージョンには、リージョンカウンシルが置かれ

る想定との事です。2024年から世界数地区にパ

イロット地区を置き、2030 年から新たな組織体

制で動き出す予定。この変化に対応すべく、地

区組織、各クラブ、を強化するのが緊急の課題

です。ロータリーと言えども 100 年が過ぎると

大きな改革が必要なんだと言う事でしょうか。

地区はグループを再編し、強化しようとしてい

ます。各クラブには活性化を求めています。私

たちはコミニュケーションを大事に、魅力ある

クラブを作るべく奉仕活動に努めましょう。 

 

 

 

 

 

 

例会終了後、クラブ協議会開催 

活動計画と今後のビジョン 

五大奉仕委員長 活動計画発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出席報告】  

会員総数 ３７名  出席計算 ３３名  

出  席 ２６名  欠  席  ７名  

出 席 率  ７８．７９％ 

欠席者：淵岡君・廣瀬君・五十嵐君・木曽君 

村田君・鈴木君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】  

7/19薄暮時街頭監視（参加８名） 

淵岡君・石毛君・松本君・宮内(秀)君・大岩君 

櫻井(公)君・須永君・寺内君 

7/25地区 RAC会長幹事会 

石毛君・金島君・島田君・須永君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 18,000 計 ￥ 62,000 

スモールコイン ￥  1,950 計 ￥  5,300 

米山 BOX ￥  ― 計 ￥  2,200 

希望の風 ￥  ― 計 ￥ 20,000 

次週（８月４日）プログラム 

「ガバナー公式訪問」 

午後の部  

15:00〜    例会受付 開始 

16:00～17:15 例会    （30分）  

クラブ協議会（45分） 

※例会点鐘１６時です。 

お間違えの無いようお願いします。 

 お食事のご用意はございません。 

今年度の活動計画書（冊子）をお持ちください。 

 

 

 


