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地区行動指針：「伝統と未来」〜誇りと連帯感〜
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「会員間の交流を深める」
「ロータリーライフ楽しむ」
「ロータリーアンになって良かったと感じる」
「会員自身の成長に繋げる」
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■ 会長挨拶 / 花光和久 会長
今週 22 日から 24 日まで、高雄北区 RC 会長交代式に参列してきます。
今回は公式行事ではありません。来年 3 月には高雄北区 RC のダイアモンド氏がガバナーを務
める 3510 地区の地区大会に参列する予定です。
台湾は親日国で、高校生の就学旅行先として近年大変増加しています。ここ数年前から、当
地区のインターアクターの訪問国にもなりました。
いまも日本が統治していた時の建物が数多く現存しており、数多くの日本人が 今も尊敬を
集めています。しかしながら、我が国の教科書にはほとんど記載されておらず、教えられてい
ない事は大変残念です。
台湾で名を遺した人物は、明治３１(1898) 年 統治 3 年目で第 4 代総督の児玉源太郎が、
医療事業・下水道整備の後藤新平、製糖事業の新渡戸稲造を招聘し、近代化に努めました。そ
の他にも以下の人物が活躍しました。
西郷菊次郎の治水工事■ 宜蘭河の氾濫の治水事業
教育に殉じた六氏先生■ 台北の北方に芝山巌学堂を開いた。
森川巡査 台湾の神様になった■ 漁業税の減免を支庁長に嘆願した
蓬莱米を開発した末永仁と磯永吉■ 二人で台中州で台湾米の改良に取組んだ
明石元二郎総督 日月潭水力発電・高等教育推進■ 台湾の土となった
八田與一 東洋一の大水利事業を完成した■ 烏山頭で大規模なダムを造る
JOG(108) 台湾につくした日本人列伝 からの引用です
■ 四つのテスト / 賀来 寛 会員
「言行はこれに照らしてから」
真実かどうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなの為になるかどうか
■ お客様
宍倉壽夫 様（第 3 グループガバナー補佐）

After

Before

■ 第 3 グループガバナー補佐 宍倉壽夫 様 「２０１８−１９年度の終わりにあたって」
いよいよ２０１８－１９年度も残すところ 10 日余りとなれました。
千葉西ロータリークラブの皆さんには、この１年間大変お世話になりました。この席をかりまして厚くお礼申し
上げます。
さて、この１年を振り返ってみますと、分区からグループという名称に変わったことが、ひとつの変化ではな
いかと思います。もう皆さんは、分区というよりも、グループになじみがあるのではないでしょうか。橋岡ガバナー
は就任に当たり地区の運営方針で地区テーマとして「伝統と未来」～誇りと連帯感～を掲げました。グループへの変更もその一つ
であります。また、いくつかのクラブ合同で実施するガバナー訪問もやや戸惑いを覚えたものです。さらに、地区として、研修委
員会が主体となって情報研修会が開催されました。宇佐見地区研修サブリーダーには講師役をお引き受けていたただき職業奉仕に
ついて熱く語っていただきました。
ガバナー補佐としては、親子三代夏祭りへの神輿での参加、合同ゴルフ大会やＩＭなどの行事を皆さんのご協力により無事やり
おおせたことにほっとしているところです。
特に、ＩＭでは大森直前前会長にパネラー、そして今野地区ＲＬＩ委員長にはコーディネーターを快く引き受けていただき無事成
功裡に終わったことに感謝しています。花光会長、白井幹事にはクラブの運営だけでなく、グループの運営についてもご協力を頂
きありがとうございました。
千葉西ＲＣは私の所属する千葉東ＲＣの親クラブであり、他クラブとは異なる親近感が私にはあります。昨年の初例会に出席さ
せていただいた時のお客さんの多さに圧倒されたことを昨日の事のように覚えています。まさに、花光会長の人柄が出ているもの
と思いました。また、白井幹事は第 3 グループ内では最年少幹事であり、幹事団の中でも若いながらも大変しっかりとしておられ、
将来の活躍が期待できる人材であります。
このように千葉西ＲＣは多彩な人材が会員としておられ、ますますクラブ全体が盛り上がっていくのではないかと期待している
ところです。
結びに、千葉西ＲＣの発展と皆様のご健勝を祈念してお礼のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

2019年6月18日(Vol-39)

第2061回【2】

■ 幹事報告
なし
■ 委員会報告
国際奉仕委員会
今週末、金土日の 3 日間で、台湾高雄北区 RC 会長交代式へ総勢 12 名にて参加して参ります。現
地での合同会議にて次年度の子弟交流の詳細を話し合います。8 月 1 日から 4 日まで、子弟 2 ～ 3
名を受け入れる予定でいますので、ぜひ奥様のご承諾を得て、受け入れ（ホームステイ）のご準備を
お願いします。特に新入会員の菊地さん、前田さん、長坂さん、お部屋のリフォームなどがありましたら関係業者の
方はたくさんいらっしゃいます（笑）どうぞ宜しくお願いします。
WRG ゴルフ同好会
いよいよ明日、WRG 最終戦が始まります。皆様のテーブルに配布させて頂きましたアトラクション
の投票予想をご覧ください。私は「オレオレユウショウ」と、まるでオレオレ詐欺の様にしっかり優
勝するつもりで準備しておりますが、昨日のコンペで西川先輩、渡邉先輩に囲まれ、西川さんの大声
に攻撃され、渡邉先輩のドラコン取り消しというとんでもないプレーが飛び出し、メンタルを大分や
られました（笑）明日は皆さん頑張りましょう！宜しくお願いします。
■「この一年を顧みて」
● 花嶋 実 会計
会計は、花嶋実会員と西村祐介会員です。
活動方針は、資金を正確に管理し、今期も節約に努め、会員の実質負担の軽減を目標に資金管理の内
容を明確に会員へ報告する。
活動計画は、
１．会長・幹事の指示のもとに、資金を正確に管理する。
２．資金の受払は速やかに行い、記録は正確に記す。
３．収入と支出の財政状態は定期的に理事会及び会員に報告する。 の３点です。
最終決算は、今月末ですのでまだ終了していませんが、委員会費の中でも、とくに国際奉仕委員会は姉妹クラブ受
け入れ対策費が滞在日数のスケジュール変更があり、クラブ負担が増えましたが、 姉妹クラブと合同親睦旅行を実施
したことでカバー出来たかなと思います。
第 3 四半期末まで、ほぼ順調に推移し決算を迎える見込みです。
● 渡邉岳仁 会場監督
１年間 S.A.A にご協力いただき ありがとうございました
まずは委員会メンバーのご紹介をさせていただきます川島義美ＰＰ・海寶ＰＰ・賀来寛会員のサポー
トいただき 何とかやりきることができました
今年度ＳＡＡの方針として会長方針に基づき 特に３つ皆様にお願いをしました
１．例会時間の厳守
例会前に発表される皆様と時間のお打合せをさせていただきますので 発表の時間を教えて
いただきます
２．ニコニコ BOX へのご協力
何かいいことがありましたらニコニコ BOX へ寄付していただいておりますが お一人年間２万円を目標と
しております皆様にいいことがたくさんあることをお祈りしております
３．例会への欠席連絡
前々日までにご連絡くださいますようお願いします
東天紅さんへ食事のキャンセルできる期限です
何とか皆様のご協力で 無事運営ができたと思っております
● 藤﨑泰裕 クラブ奉仕委員長
クラブ奉仕委員会は 会員増強・退会防止・出席委員会 クラブ広報・ＩＴ・ロータリー情報雑誌委
員会 プログラム委員会 親睦活動委員会 の四つの委員会を統括しています
副委員長には 会長ノミニー 委員にはその四つの委員会から委員長と副委員長が兼任で任命され
ます
各委員会とも会長方針に伴って 会員ならびにクラブへの奉仕に尽力するのが クラブ奉仕委員会です
当委員会としましては 会員選考ならびに職業分類担当者の選考 そして異常気象時のクラブ対応等を思考して参
りました
今世界のロータリーが変わりつつあります 職業分類枠の撤廃や会長エレクトが空席の場合現会長任期が 2 年にな
るとか メークアップ期間が前後 2 週間から年度内に 先週の会報にも掲載いたしましたが ジョン・ヒューコ 国
際ロータリー事務総長も「変わりゆく世界 変わりゆくロータリー」と言っています
これからはクラブ自体も変わっていく必要があるのだと思います
最後に 当クラブには会長幹事予定者会がありますが 理事会前では未来志向について語り合えないので役員会に
して 会長幹事予定者会は別日に定期開催を希望して クラブ奉仕委員会の「一年を顧みて」とさせていただきます
一年間ありがとうございました
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● 真野匡章 会員増強大会防止出席委員長
入会三年目の私が会員増強委員長をさせて頂いて感じたことは、私自身がロータリークラブの事が
解ってないってことでした。ロータリークラブ活動でのメリットやデメリットなど自分なりの理解は
していましたが、それを新規会員や予定者に上手く伝えられない感じでした。そんな私ですから、委
員会を開いても会員増強セミナーの開催も先輩の助言や指導についていく事でいっぱいいっぱいでし
た。ただ、私が増強委員長の期間に一人増員出来たことが唯一の救いになりました。（前田会員、入会
ありがとうございました。）
退会防止については、数名の退会者が出てしまいました。（何も出来ませんでした）
出席者増員に関しては、なんとなくですが増えた感じがします。
（すいません統計は取っていません）又、反省ばか
りの一年でしたがロータリークラブで出会った友達がこの先長い付合いが続けば嬉しいなと思いました。
PS せっかく作って頂いた名刺ですが、少し残ってしまいました。スミマセン
● 野城隆憲 クラブ広報・
ＩＴ・ロータリー情報雑誌委員長
皆さんこんにちは 本年度クラブ広報・ＩＴ・ロータリー情報雑誌委員会委員長を努めさせて頂きまし
た野城でございます。
委員会メンバーは副委員長に途中で退会しました秋元会員、委員に三上会員・平良会員・菊地会員・
途中から新入会員の前田会員、兼任委員として依田会員・庄司会員・北村会員・長坂会員に努めて頂
きました。
当初いつもの様にのんびり構えていましたが会長方針を見て例年よりやることが多いんじゃないのと
思い目が覚め、すぐに委員会を開催させて頂きました。
主な活動内容として例年の週報の発刊（毎例会時での写真撮影）、前後期各１回開催しました炉辺会談の開催、マイロー
タリー登録の促進、そしてホームページの新規作成でございました。
まず新年度に間に合わせるため、ホームページの新規作成でございますが委員会メンバーを初め会長・幹事その他役
員の皆様から意見を聞きながら作成しました。週報を掲載しＨＰからも各例会の様子がわかる様になり、また毎月の
例会スケージュールを掲載、確認もしやすく致しました。まだご覧頂いてない会員の方は是非一度観て頂きたいと思
います。
８月担当のクラブフォーラムでは会長方針でありますマイロータリー登録促進のため地区広報・公共イメージ向上委
員会平野一隆委員長に卓話を頂き多くの会員の皆様に登録して頂いたと思っております。
炉辺会談前期は９月１１日ちょっと場所を変え千葉港のペントハウスで開催致しました。リーダーには会長及びベテ
ランのパスト会長に努めて頂き、進行役は当委員会のメンバーが努めさせて頂きロータリーについて語り合って頂き
ました。
後期は３月２６日に秋田県の友好クラブであります花輪ロータリークラブとの合同炉辺会談となりましたが、まず花
輪ロータリーククラブとの馴れ初め等をクラブ研修リーダーの海寳パスト会長より卓話を頂きその後、テーブルごと
に「姉妹友好クラブとの交流で何ができるか」をテーマに話し合って頂きました。この例会を通じて花輪ロータリー
クラブとの距離がだいぶ近くなったように感じまし、今後ますます友好を深めていければと思いました。
以上が本年度の内容でございますが、毎例会時写真撮影をして頂いた委員会メンバーの皆様を始め、会員皆様の協力
の下ほぼ終わることが出来ました。ありがとうございました。
● 海寶勘一 クラブ研修リーダー クラブ研修リーダーの清き思い
クラブ研修委員会とクラブ研修リーダーは、クラブ会員の為に率先して、ロータリーの使命である職
業人として地域社会リーダーとして多くの人々に善行を率先し、クラブ強化のために、会員自らの高
潔さを奨励して地域社会と世界理解や親善平和を推進させる役目があります。我が千葉西クラブは正
式に研修リーダーを指名したのは、大森会長年度が初めてのことであり、受諾後の私は十分なお役目
が果たせないままでした。年度最後の例会日に新会員が 7 名ほど集まって頂き、手作りの資料に目を
通しながら、ロータリー情報の開示をさせて頂きました。新会員にとっては、短時間に一方的な情報
提供は負担であったことでしょう。今年度の花光会長はクラブ例会内で、ロータリー情報の提供をす
るように指示を出してくれました。例会内でトピック的にロータリー情報を提供する「ワンポイントロータリー」は、
総数 18 回行うことができ毎週報に掲載して頂きました。会員にとりどれほどの効果があったのか不安と反省が多々
あります。次年度野口会長からも研修リーダーを指名されました。三年目を迎えて、如何にしたら会員の為になるのか、
クラブ発展に貢献できるのか、今後は無い知恵を絞ってみたいものです。クラブ研修リーダーとは、「クラブ会長やク
ラブ内リーダーの方々と手を取り合って、研修プログラムを開発することがお役目」であればこそ、次年度の活動は
心してクラブの為になるプログラムが構築できるように、会員共同の活動を目指します。何よりも、ロータリアンと
しての誇りを高く持ち、価値あるロータリー精神を発揮させる奉仕活動に結びつくことを願います。自らの職業活動
を通して地域社会に貢献できるロータリアンの信用の高さを再認識したいものです。会員一人一人が研修リーダーで
もあることの誇りと責任を自覚して頂き、例会での自己研鑽を通して信頼を深めるロータリアンを鼓舞し合いたいも
のです。個性豊かな会員が心を一つにして、世人のために尽くす奉仕の理念を遺憾なく発揮させ、千葉西ロータリー
クラブを元気に活動できるリーダークラブにできたら嬉しく思います。
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■ 国際ロータリー会員増強担当部より報告
ロータリーの入会候補者に注目
ロータリーに入会する理由は何でしょう？
クラブに留まる理由は何でしょう？
クラブを退会する理由は何でしょう？
ロータリーでは毎年、会員のニーズ、関心、参加など、会員体験についての意見を尋ねるアンケート調査を実施し
ています。この調査を通じて、入会候補者、現会員、退会者に関するさまざまな側面を知ることができます。今回
の「会員増強の詳細報告」では、調査で得られた入会候補者に関連する結果をお知らせします。
・入会の理由として、地元や海外での奉仕活動への関心、また、個人的・職業的な発展への関心がある。
・入会候補者は、入会への関心を抱く前から、ロータリーについて知っている、また、ロータリーについて紹介
されている。
・入会見込者の半数は、ロータリアンとの個人的なつながりがある。
・多くの人はロータリーについて知っており、好ましい印象を抱き、入会に対する関心をもっている。
・若いリーダーや、多様な職業・ビジネスのリーダーは、ロータリーに魅力を感じている。
・ロータリーに入会しない理由として、誘われなかったから、時間やお金がないから、期待することが満たされ
ないから、という要因がある。
このアンケート調査の結果について詳しく知りたい方、または入会候補者の期待に応えるための方法を検討したい
という方は、調査に関するこちらの概要資料をご覧ください。この資料では、役立つリソースへのリンクが含まれ
ており、調査レポート全文にもアクセスできます。
8 月の「会員増強詳細報告」では、現会員に関連する調査の結果をお知らせします。

■ パスポートモデルを検討してみませんか？
ロータリーでは今日、「パスポートモデル」のクラ
ブに対する関心が高まっています。このモデルは、
厳しい時間の制約がある会員や、いろいろなクラ
ブ体験をしてみたいという会員のニーズに柔軟に
応える新しい方法です。パスポートクラブでは、
会員のそれぞれの生活スタイルにあった奉仕の要
件を定めることができ、地区内のほかのクラブを
体験することもできます。詳しくはこちらの記事
をご覧ください。

■ ロータリーの成長のためにできる 10 のこと
クラブでどのような役割を担っているかにかかわ
らず、訪れる人を温かく迎え入れるようなクラブ
の環境をつくり、ロータリーの成長に貢献するの
は全ての会員の責務です。仲間に入りたいと感じ
られるようなクラブづくりを心がけましょう。こ
ちらの記事（英語のみ）では、公平に人と接し、
友情と親善を深めるために、四つのテストとロー
タリーの行動規範がどのような意義をもっている
かをロータリアンが紹介しています。

 ニコニコ BOX
・黒川…誕生祝いを頂いて。
・津田…花光会長、白井幹事、任期満了も間近になりました。お疲れ様でした。お世話になりました。
・海寶…ワンポイントロータリーのお役目を頂き、一年間ありがとうございました。
・宮川…良い事がありますように！
・渡辺…一年間、ご協力をありがとうございました。
・野城…お疲れ様でした！
・花光…渡辺 SAA、藤崎クラブ奉仕委員長、真野会員増強退会防止出席委員長、
野城クラブ広報 IT ロータリー情報雑誌委員長、一年間ありがとうございました。
・白井…各委員長の皆様、「一年を顧みて」ありがとうございます。
・須藤…訪台、いってらっしゃい。気をつけて！！
・川城…高雄に行ってきます！
・真野…増強委員長、一年間ありがとうございました。
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本日の出席

総

6月25日（火）
「一年を顧みて」
花光和久会長
白井貴博幹事
会長幹事慰労激励会
18:00点鐘 千葉スカイウインドウズ 東天紅

クラブ広報・IT・ロータリー情報雑誌委員会 【委員長】野城隆憲【委員】三上 浩 平良真人 菊池民雄 *依田和孝 *庄司芳樹 *北村悠介 *長坂圭将

