
  

  

 

WEEKLY COMMUNICATION
Rotary Club of Chiba-West

国際ロータリー第2790地区 第3グループ
千葉西ロータリークラブ

創　立　1976年1月20日　　承　認　1976年2月25日
会　長　今　野　文　明　　　　　幹　事　本　橋　和　也
例会場　千葉スカイウインドウズ 東天紅　センシティタワー23階
　　　　TEL 043-238-5555
例会日　毎週火曜日 12:30～
事務局　千葉市中央区新田町12-1　トーシン千葉ビル7階
　　　　TEL 043-245-3202　FAX 043-245-7522
　　　　E-mail：chibawestrc@wrpc.co.jp
　　　　URL：https://www.chibawest-rc.net/

   地区スローガン ： 「 Love Other Spirit ～繋ごう次世代へ 夢ある未来に向けて～ 」
クラブ方針 ： 「 豊かな心を持とう！ 今こそ『絆』 」

■ 会長挨拶 /今野文明 会長
　皆様、本日は大変お忙しい中、2か月振りの例会にご参加を頂き、誠にありがとうございます。
　改めまして、この厳しいコロナ禍の中、緊急事態宣言の延長のため、例会取消及び延期にさせて
頂いた、この 2か月間、本年度のロータリー活動へのご理解、ご支援を頂き誠にありがとうございま
した。
　この 2 か月間同様、今後も感染対策を十分にして頂き、まず自分自身をしっかり守り、それが家族
や身近な大切な人達を守ることに繋がると信じ、心を一つにしていかなければいけないと強く感じて
います。
　また、先週の土曜日10月2日の地区事業、ロータリー奉仕デーとしての、環境保全プロジェクト「海
岸清掃」にご参加を頂いた 14 名の皆様、また米山奨学生のキム = ヘウォンさん、森川さんにもお
手伝いを頂きました。そして、野城委員長をはじめとする社会奉仕委員会の皆様、当日の準備、役
割分担、作業のご協力、誠にありがとうございました。 当日は、台風一過で非常に暑く大変でした。
　ご参加頂いた皆様にフードドライブにもご協力を頂きました。ご家庭で眠っている食料品の食品ロス削減、また子ども食
堂等にお渡しするための活動です。これで、梶原ガバナー年度の最初の地区事業も総勢 130 名のご協力を頂き、やっと第
一歩を踏み出すことが出来ました。当日の模様は、千葉日報にも掲載されました。皆様のご協力、誠にありがとうございました。
　そして本日は、諸岡靖彦パストガバナーを迎えてのこの例会で、改めて新たなスタートが切れたらなと考えています。
　諸岡 PDG には以前、地区の研修関係で、長くご指導を頂きました。当時の青木ガバナー年度の地区研修委員会で白鳥
政孝PDGが委員長、諸岡副委員長のもと、私が委員として配属されました。丁度、諸岡さんがガバナーノミニーデジグネー
トになるとのではと噂が出ている時でした。
　また前年度、諸岡さんが地区 RLI 推進委員長の時に、私は DL にもなりました。この年度は、海寶さんが地区 RLI 推進
委員長を務めていました。研修の苦手な私が、とんでもない委員会に来てしまったなと思いましたが、後悔している暇は全
くありませんでした。
　この研修両委員会で協力して行う事業は多く、メインは当時まだ分区と言っていましたが、10 年振りに分区ごとのロータ
リー情報研修会が復活した年度でもありました。内容は「ロータリーの基本理念をロータリーの歴史を交えて解説し、テー
ブルごとの自由討論でロータリーを語り合う」というものでした。両委員会が協力をして当時の 13 分区、今の 14 グルー
プ全てを廻りました。
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■ 四つのテスト/ 持田直樹 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
　諸岡靖彦 様（ゲストスピーカー・RID2790 パストガバナー）
　門山宏哲 様（千葉RC）
　金　慧媛 さん（米山記念奨学生）

■ 新入会員入会式
田中　智 新会員　紹介：西川　昇 会員
　こんにちは。ご紹介にあずかりました、京葉銀行稲毛支店長の田中と申します。7 月に赴任致しました。
平成 2 年入行、30 年を超えております。勝浦支店に赴任中、勝浦 RC 参加へさせていただきました。お役
に立てるよう努力していきたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

丸山正紀 新会員　紹介：大森　薫 会員
　こんにちは。千葉興業銀行稲毛支店長の丸山です。このような場を頂きありがとうございました。平成 5
年入行です。稲毛支店の前は松戸支店におりまして、松戸北 RC で 2 年間活動させて頂きました。コロナ
禍の中で絆を深めたいと会長からお話を頂きました。意識して頑張りたいと思います。

 誕生祝い
　 8月…花嶋、前野、賀来、桜井 各会員
　 9月…海寶、平良、真野、本橋 各会員
　10月…大森 会員

【誕生祝いスピーチ】　桜井隆宏 会員
　誕生祝いをありがとうございます。
57 歳になりました。独り身でございま
す。緊急事態宣言も明けましたので、
頑張りたいと思います。宜しくお願い
致します。
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　館山方面の第 6 分区に都合が着いたのは、諸岡さんと私だけでした。通常は 5～ 6 名で仕切りますが、百数十名居るこ
の席を、勿論第 6 分区の皆様にもご協力を頂きましたが、二人だけで仕切りました。おそらく私にも役割分担があったと思
いますが、それは余り記憶に無く、諸岡さんの素晴らしい仕切りで、あっという間に三時間が過ぎました。引き出しの多さに、
びっくりしたのを忘れることが出来ません。
　また、行き帰りの車の中で二人だけなので、これは良いチャンスだと思い、いろいろ質問事項を何点か用意をして行きま
した。行きの約 2 時間、最初は雑談と当日の情報研修会の打ち合わせから始まりました。一時間ぐらいすると寝息が聞こえ
たので、お疲れなのだなと思い「そっと」しておきました。
また、帰りの約2時間は、最初はやはり当日の反省から始まりました。しかし、30分ぐらいすると急に喋らなくなったので、ふっ
と横を見ると気持ち良さそうに寝ていました。デジグネートになるからお疲れなのだなと思い「そっと」しておきました。そ
の時は何も聞くことが出来ませんでしたが、今では、本当に良い思い出です。
　諸岡ガバナー年度の後半もコロナで大変でした。一年遅れで行った諸岡ガバナー年度の打ち上げの席で、本日の卓話の
お願いを致しました。私の念願の卓話でもあります。楽しみにしておりました。本日は、どうぞよろしくお願い致します。
　以上で、私の挨拶とさせて頂きます。ありがとうございました。
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 記念日祝い
　 8月…持田 会員
　 9月…真野、川﨑 各会員
　10月…山本、花嶋、海寶、今野、平良、須藤、川城、本橋、高橋、小松 各会員

【結婚祝いスピーチ】　川﨑美嘉子 会員
　結婚のお祝いを頂きました。多分、主人も喜んでくれると思います。ありがとうございます。

■ 米山奨学金の授与ならびに近況報告
米山記念奨学生　金　慧媛さん
　皆様こんにちは。宜しくお願い致します。皆様とお会いする日を
楽しみにしていました。緊急事態宣言の中、8 月 28 日に米山記念
奨学生セミナーがありました。危機管理のお話でした。自分が知ら
なかった災害や対策を聞きながら、奨学生を大事にしてくれている
と思いました。9 月は苦手なことや資格試験の勉強をしながら実力を
身につけました。ありがとうございました。

■ 幹事報告
 【第 4回定例理事会報告】
議題
 ・上四半期会計収支報告、承認
 ・12 月 /1 月例会プログラム、承認
 ・11 月13日（土）JR稲毛駅前ふれあい花壇植替え千葉商業高校インターアクターとの合同作業、承認
 ・11 月30日いのちの電話チャリティコンサート協賛広告のお願い、承認
 ・10 月31日（土）地区大会オンライン（東天紅でのYouTube 中継視聴）、承認
 ・11 月13日（土）第 3・第 4グループ合同ロータリー情報研修会オンライン
　　（東天紅でのYouTube 中継視聴）、承認　特にロータリー歴の浅い方は是非出席ください
 ・地区大会議案郵便投票　全ての案件承認

■報告
 ・環境保全プロジェクト「海岸清掃」報告
 ・千葉県いのちの電話協会 30周年記念チャリティーコンサートチケット販売状況の報告
 ・赤い羽根共同募金　募金状況の報告
 ・ふれあい花壇除草の報告
 ・ロータリー財団ポリオ寄付金BOX設置の報告　本日より設置
 ・世界ポリオデーイベント米山記念奨学生参加の報告
 ・クールビズ10月末期間終了の報告
 ・地区大会会場登録者の縮小報告（会長・幹事 2名のみ）
 ・活動計画書訂正の件（予算書）
 ・第 3グループ合同幹事会報告

【ガバナーノミニー・デジグネート決定】
2024-25 年度ガバナー　寒郡茂樹会員（富里RC）
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■ ロータリアンの誇りを取り戻そう！　　RID2790 PDG　諸岡　靖彦／成田RC
 １　コロナ禍の世界と社会変容　
　漸く緊急事態が解除されて、世の中に開放感が窺えるようになりました。岸田新内閣が発足して社会が動
き出しました。でも今の時代はﾊﾟﾝﾃﾞﾐｯｸが無かったとしても、時代の転換期でした。地球温暖化に因る気象
異変や自然災害などで地球環境は劣化、法の裁きが通じ難い民族紛争や国家間緊張が生じ、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを駆使
した DX の進展が人々の活動の在り方を大きく急速に変えて、社会に格差と制御不能な緊張をもたらしてい
ます。そこにｺﾛﾅｳｲﾙｽが襲いかかって、人々の不安を掻き立て、世界中で人の交流やｻﾌﾟﾗｲ・ﾁｪｰﾝが分断され、
米中が睨み合い、強者が弱者を席巻し、有事多発、制御不能、複雑化かつ曖昧な現実は予測困難な情勢に
あります。社会にも働き方、子育て、教育などには病理が現れ始めて、不安すら覚えます。ｳｲｽﾞ･ｺﾛﾅの内に
新しい秩序形成に向かう知恵を集めることが、これからの課題と言えます。
 ２　ロータリーへの期待
　ﾛｰﾀﾘｰは誕生以来 116 年、職業倫理を重んじる実業人、専門職業人が世界で 120 万人を結集し、奉仕と世界平和・国際
理解を目的として、地域社会のﾘｰﾀﾞｰ層がｸﾗﾌﾞに集い、繋がる自由で自発的な集団です。地域社会の賢明で善良な、成功
者と言える人々が参加しています。国際ﾛｰﾀﾘｰの下に全世界で奉仕の理念と実践の成果を誇り、多様で強力なﾈｯﾄﾜｰｸを有し
て、世界中で定評ある活動成果を遺してきました。会員家族をはじめ、10 代の青少年から全世代の奉仕活動に高い啓発実
績があり、ﾛ-ﾀﾘｰ財団の資金力、人道的支援への実行力は大きく、世界から高い信頼度が寄せられています。
 ３　100 周年を迎えた　日本のロータリーへの期待
　2020 年 10 月に日本のﾛｰﾀﾘｰは 100 周年を迎えました。これを記念碑として次世代に伝えるために、100 周年実行委員
会（ビジョン策定委員会・委員長　本田博己RID2840 PDG）が組織され、「日本のﾛｰﾀﾘｰ100 周年　ビジョンレポート２０２０」
を発表しました。
このﾚﾎﾟｰﾄでは、＜奉仕の第２世紀に向けて日本らしいﾋﾞｼﾞｮﾝの整理と課題を検討し整備する＞方針に沿い、地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ及び
全ｸﾗﾌﾞ会長を対象に調査し、その回答結果を分析し、日本のﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞが求めるべき理想像として、奉仕の第 2世紀のため
に8つの視点から２２の提言を取りまとめ、発表しました。

ビジョン策定委員会
奉仕の第２世紀のための２２の提言
視点１ 日本のロータリークラブを元気にするには何が必要か？
　提言① 10 年以上先の地域社会との関りを視野に入れたクラブのビジョン（将来像）と、今後３～５年の行動計画を、会員
　　　　 の合意を形成しながら策定しよう。行動計画は毎年見直そう。
　提言② クラブの元気と魅力再生を目指して、クラブ・リーダーシップ・プラン（CLP）の進展状況を再点検しよう。また、
　　　　 継続的・定期的に会員の意識調査を実施しよう。
　提言③ クラブ永続のための最重要課題である会員増強は、元気なクラブづくり（CLP）を土台に、クラブの実情に合わせて、
　　　　 クラブ全員で年度を超えて継続的に取り組もう。
　提言④ コロナ禍のような事態に直面してもオンライン例会開催などで、会員とのつながりを保とう。また、ネットを通じ
　　　　 た社会との新しいつながりを開発しよう。
視点２ クラブは会員にどんな価値を提供できるか？
　提言⑤ 新会員から現会員まで、クラブにおけるロータリー研修を充実し、会員のロータリアンとしての成長を図ろう。
　提言⑥ 会員の職業人・組織のリーダーとしての成長を支援しよう。
　提言⑦ 会員がロータリーに積極的に参加し、ニーズに応じてそれぞれのロータリーライフを享受できる多様な機会を提
　　　　 供しよう。
視点３ ロータリークラブの地域社会における存在価値はどうすれば高まるか？
　提言⑧ クラブの独自性を磨こう。（何をもって地域に貢献できるか？）

■ 委員会報告
 ・社会奉仕委員会…稲毛海岸清掃、花壇植替えについて
　10月2日（土）第3グループ合同奉仕プロジェクト事業、稲毛海岸清掃を行いました。当日は梶原ガバナー、
清田ガバナー補佐ほか 120 名以上のメンバーが集まりました。今野会長、米山奨学生の金さんはじめ 13
名で参加をして参りました。多くのごみを拾い少しは海岸がきれいになったと思います。
11月13日（土）9:30より、JR稲毛駅前ふれあい花壇の植え替えを行います。ご協力宜しくお願いします。

 ・SAA…クールビズについて
　クールビズ期間は５月１日より10月末日を持ちまして終了、11月よりネクタイ着用をお願い致します。

 ・野球同好会…試合告知
　２日の浦安戦は見事、不戦勝で勝利致しました！（笑）ありがとうございました。
10月9日（土）13:00 試合開始こてはし球場　対旭RC戦　応援を宜しくお願い致します。

 ・WRGゴルフ同好会
　9 月 15 日（水）麻倉ゴルフ倶楽部にて本年度第 1 戦を開催致しました。天候に恵まれ楽しい時間を過ご
すことが出来ました。優勝は大森会員、第２位は前田でございました。今野会長より優勝者へ黄金のトロフィー
を頂きました。
11月10日（水）成田グリッサンドゴルフクラブにて開催致します。奮ってのご参加を宜しくお願いします。
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　提言⑨ 所在地の自治体、地域団体等との連携（包括連携協定の締結と活動等）を積極的に推進し、共助社会の担い手と
　　　　 しての役割を果たそう。
　提言⑩ ロータリーの公共イメージの向上は、クラブの地域社会や世界に対する貢献やロータリアン自身の言動によって実
　　　　 現できることを認識しよう。
視点４ 日本の地区を元気にするには何が必要か？
　提言⑪ 地区リーダーシッププラン（DLP）進展の検証を行い、クラブのCLP の進展と連動して効果を高めよう。
　提言⑫ クラブのビジョン・戦略計画づくりを奨励するとともに、地区のビジョン・戦略計画（行動計画）を策定し、クラ
　　　　 ブと共に推進しよう。
　提言⑬ 地区は RI 方針の地区内クラブへの浸透に努めるだけでなく、地区内クラブの地区や RI に対するエンゲージメン
　　　　 ト（参加意欲）を調査し、状況の改善に努めよう。
視点５ 日本のロータリーは、世界的ネットワーク（World Fellowship）の一員として RI や世界に対してどのような貢献が
できるか？
　提言⑭ 日本がこれまで RI の中で果たしてきた役割に誇りをもち、より世界への貢献につながるアイデアを RI に対して
　　　　 発信（声を挙げる）してゆこう。また、できるだけ多くのクラブ・地区から COL の制定案を提出し、RI に対す
　　　　 る影響力を高めるような状況をつくってゆこう。
　提言⑮ RI の方針をより理解・浸透させるため、RI の翻訳体制拡充を要請し、また、ボランティア翻訳タスクフォースの
　　　　 活動を支援し、ロータリー情報の日本語翻訳の質を向上させよう。
　提言⑯ RI の重要な地域（Region）としての日本の自律性を高めよう。
視点６ ロータリーの行動を支える変わらぬ理念や価値観とは何か？
　提言⑰ 「奉仕の理念」をロータリー理念の中核概念として再認識し、「奉仕の理念の実践」を私たちの行動原理としよう。
　提言⑱ 「奉仕の理念」の普及と実践についての議論を世界のロータリアンに向けて発信しよう。
　　　　 視点７ 日本のロータリーの現状をどのように継続的に把握し改善してゆくか？ また、１００年間に蓄積されたロータ
　　　　 リアンの英知をどのように共有・継承してゆくか？
　提言⑲ 地域雑誌『ロータリーの友』の役割として、全国クラブ・会員に対するインターネットに
　　　　よる定期的な意識・実態調査を実施し、読者へフィードバックしてゆこう。
　提言⑳ 日本人ロータリアンの価値ある文献の英訳を推進し、世界のロータリアンに発信してゆこう。
視点８ 民主的なロータリーであり続けるために何が必要か？
　提言㉑会員全員が対等・平等な信頼関係で結ばれ、それぞれが伸び伸びと本領を発揮することができるような民主的な
　　　　クラブを目ざそう。
　提言㉒「ロータリー未来形成SRF」の議論を契機に、本来の「アソシエーションとしてのロータリー」を再構築しよう。
　　　　　
　ｸﾗﾌﾞの「理想の将来像」を考えるうえで大切なこととして、次の 4点を踏まえるべきとしています。
　　１　「ﾛｰﾀﾘｰの目的」に示された「奉仕の理念」に基づくこと
　　２　国際ﾛｰﾀﾘｰの目指す方向性を理解し、それを促進すること
　　３　ｸﾗﾌﾞの所在する地域社会を見据えて、そのｸﾗﾌﾞらしい地域貢献を図ること
　　４　会員にとって魅力的で参加意欲の湧く活動を進めること

 ４　ロータリアンが誇りと自信を取り戻すために　
　私は恩に感じ、恩に報いることを起点とすることを提言します。コロナ禍で例会の会合もままならない、ﾘﾓｰﾄでつないで、
辛うじて維持している地区活動や次の指導者の育成ｾﾐﾅｰ、地区大会や 3 大ｾﾐﾅｰも思うような効果をもたらせない今、現在
のﾛｰﾀﾘｰは、ｸﾗﾌﾞは、何をすればよいのでしょうか！？　私の提言は、私たちがﾛｰﾀﾘｰから得た恩恵に感じ、この恩に報いるこ
とを心に強く思うべきである、と言うことです。ﾛｰﾀﾘｰに在ることに感謝して、誇りに思うことです。
　私は両親、家族、地域社会、大地と自然 etc.　によって、育てられました…、そしてロータリーに育てられました！　こ
の恩に感じ、感謝しなければなりません。
　ロータリーの出会いは、優れたロータリアンへの憧れ、尊敬と感化による刺激がやがて志を膨らませてゆくことになりま
した。人を育み、ｸﾗﾌﾞを前進させてゆくためには会員同士の信頼、互敬の関係を高めてゆくことが何よりも大事です。そし
て私たちは、ｸﾗﾌﾞへの誠実で真摯な関わり、丁寧な関係づくり、会員に役割を与え、居場所をつくり、拡げて行って、人づ
くりに励むことです。
　100 周年のﾋﾞｼﾞｮﾝ委員会の提言にあるように、ｸﾗﾌﾞの会員基盤を万全に建て直して、ｸﾗﾌﾞとしての近未来のあるべき姿を、
ｸﾗﾌﾞ会員全員で討議して、仮設でもﾓﾃﾞﾙ・ﾌﾟﾗﾝを創り、将来ﾋﾞｼﾞｮﾝに近づくためのｱﾌﾟﾛｰﾁを進めることです。つまりRI が推
奨している CLP（ｸﾗﾌ ・゙ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟﾌﾟﾗﾝ）に基づき、ｸﾗﾌﾞの戦略計画による再構築に取り組むことです。近い将来、地区に
変わる RI の新しい中間管理組織の改革がありうること（SRF＝ﾛｰﾀﾘｰの未来形成計画）が取り沙汰されていますが、その
改変の如何に拘らず、ｸﾗﾌﾞを構成する1 人 1 人のﾛｰﾀﾘｱﾝがｸﾗﾌﾞを堅実に維持して行くための行動を起こすこと、近未来のｸﾗ
ﾌﾞ戦略計画をつくり、ｸﾗﾌﾞの中核人材づくりを進めることが大切です。
　こうした新しいｸﾗﾌﾞの在り方を考えるｴﾈﾙｷﾞｰの素、活力の源泉こそｸﾗﾌﾞ愛であり、自身を育んでくれた大いなる存在への
感謝であり、誇りなのではないでしょうか！1 人 1 人のﾛｰﾀﾘｱﾝが地域とｸﾗﾌﾞの存在に感謝して、これを地域やﾛｰﾀﾘｰへの誇り
として、それをｸﾗﾌﾞ再生のｴﾈﾙｷﾞｰとして欲しいのです。
　尚、別紙資料として｢奉仕の第 2 世紀のための 22 の提言」を示しました。これを導いた経過については、全 63 ページ
から成る『日本のﾛｰﾀﾘｰ100 周年ﾋﾞｼﾞｮﾝﾚﾎﾟｰﾄ2020』（本編）があります。地区ｶﾞﾊﾞﾅｰから各ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐を経由して、クラ
ブに配付されることになっています。22の提言について、ｸﾗﾌﾞごとに討議して　回答を寄せて戴くことになっています。
　これこそが、ｸﾗﾌﾞが進めるﾎﾟｽﾄ・ｺﾛﾅを明確に意識したｸﾗﾌﾞ活性化への第一歩であると考えます。

※ 千葉西ロータリークラブ WEEKLY COMMUNICATIONは SNSやWebに掲載されます
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■ 次週プログラム
　10月12日（火）
　　ゲストスピーカー
　　　千葉市長 神谷俊一 様
12:30点鐘 千葉スカイウインドウズ 東天紅
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 ニコニコBOX
 ・山本…ご無沙汰でした。
 ・海寶…9月誕生祝い、10月結婚祝いありがとうございます。諸岡PDG卓話に感謝！
 ・花嶋…誕生記念日祝いを頂いて。孫が一人増えました。
 ・大森…WRG今野年度第 1 大会で優勝させて頂きました。10 年ぶりくらいかもしれません。勝因はハンディです。今後、
　　　　当分優勝はないでしょう。誕生祝いを頂きありがとうございました。
 ・川島…長い間ご無沙汰しておりました。やっと皆さんにお目にかかれてとても嬉しいです。
 ・飯高…お久しぶりです。
 ・今野…諸岡パストガバナー、本日は大変お忙しい中、素晴らしい卓話を誠にありがとうございました。また、結婚祝いを
　　　　頂きました。
 ・野口アキ子…ロータリアンの皆様、お久しぶりです。ようやく日常の生活に戻りました。
 ・友田…稲毛海岸ゴミひろい、皆様お疲れさまでした。大変、暑かったですね。
 ・北村…田中会員、丸山会員　ご入会おめでとうございます。
 ・長坂…皆さまに久し振りにお会いでき、嬉しく思います。
 ・桜井…お誕生祝いを頂きありがとうございます。
 ・小松…諸岡パストガバナー　おいで頂きありがとうございました。
 ・川﨑…緊急事態宣言がやっと解除されました！一日も早くとは言えませんが、
　　　　平穏無事な日々が戻りますように。結婚祝いを頂きありがとうございます。
 ・持田…例会の再開をうれしく思います。
 ・田中…本日入会させて頂きました。よろしくお願いします。
 ・丸山…入会ありがとうございます。宜しくお願いします。
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