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2020-2021年度 ＲＩ会長テーマ 

ロータリーは機会の扉を開く 

ROTARY OPENS OPPORTUNITIES 

ＲＩ会長 ホルガー・クナーク 

 

国際ロータリー第2790地区 

銚子ロータリークラブ会報 

第２７９０地区 

ガバナー漆原 摂子 (勝浦RC)  

広報・会報委員会   

委員長  金島   弘  

副委員長 大岩 將道  委 員 上総 泰茂 
  

 

今週のプログラム 
「五大奉仕委員長就任挨拶」 

石毛 充クラブ奉仕委員長  

宮内龍雄職業奉仕委員長 

櫻井公恵社会奉仕委員長 

信太秀紀国際奉仕委員長 

須永清彦青少年奉仕委員長  

前回例会報告（７月１日） 
点鐘：田中 英子会長 

国歌：君が代斉唱 ロータリーソング：奉仕の理想 

四つのテスト唱和 ビジターなし 

会長挨拶 
 本日 7月 1日より、プラスチック製レジ袋が有料化と

なり、千葉県が誇るアミューズメントパーク、東京ディズ

ニーリゾートが４ヶ月ぶりに営業を再開致しました。そ

して、7 月と言えば、銚子ロータリークラブの新年度の

始まりです。改めまして、本日切りよく始まりました、２０

２０－２１年度銚子ロータリークラブ第６４代会長を拝命

致しました田中でございます。どうぞよろしくお願い申

し上げます。 

未だ新型コロナウイルスの感染症拡大に収束の兆

しが見えぬ中、無事新年度が迎えられましたことは大

変うれしく、ほっと胸をなでおろしているところです。 

先週６月２７日（土）には、「第８グループ正副会長・

幹事会」が、犬吠埼ホテルで開催されました。ソーシャ

ルディスタンスを気遣いつつ、前年度の石井ガバナー

補佐、藤崎補佐幹事、そして、各クラブの会長・幹事

の１年間の労を労いながら、新年度を目前に身の引き

締まる思いで参加して参りました。 

 さて、皆様ご存じの通り、今年度第２７９０地区では、

初の女性ガバナー、漆原摂子ガバナーが誕生致しま

した。ちなみに、今年度日本のロータリー３４地区中、

女性ガバナーは３名です。漆原ガバナーには２０１８

年 1 月の合同例会で卓話をして頂き、漆原ガバナー

が所属する勝浦ロータリークラブの５５周年記念式典

には４名が出席致しました。直近では昨年７月に、モ

ンゴルで行われた米山奨学生学友会世界大会に、当

クラブから 7名も参加し、そこで漆原ガバナーとご一緒

したのは記憶に新しいところです。地区の会議や懇親

会などでお会いした時には、「銚子ロータリークラブの

皆さんは、個性的で素敵なクラブですね。皆さんによ

ろしくお伝え下さい。」と声を掛けて頂きました。そんな

わけで、漆原ガバナーと銚子ロータリークラブとの間

には少なからずご縁を感じ、クールな中にも、どことな

く親近感を覚えるガバナーという印象です。「初の女

性」繋がりで申しますと、あまり言いたくはないのです

が、今年度、私は労せず、銚子ロータリークラブ初の

女性会長という、大変貴重な機会を与えて頂きました。

それは私にとって大変名誉なことであると同時に、重

責を担う、重たい冠でもあります。その重たい冠に押し

つぶされることのないよう、会員の皆様のお力添えを

頂きながら、伝統ある銚子ロータリークラブの名に恥じ

ぬよう努力して参りますので、1年間どうぞよろしくお願

い申し上げます。 

19-20年度臨時理事会報告（6/30） 
１）青野秀樹会員退会承認の件…承認 

第 1回定例理事会報告 
１）委員会構成の件       …承認 

２）会費、入会金、各種負担金の件…承認 

３）誕生祝い品の件       …承認 

４）東ＲＣとの役割分担の件   …承認 

５）Ｒ財団寄付の件       …承認 

６）取引先金融機関の件     …承認 

７）例会日程の件        …承認 
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８）交際費等の件        …承認 

９）同好会、青少年団体補助金の件…承認 

１０）ﾒｰｷｬｯﾌﾟ等の取り扱いの件  …承認 

１１）関東近県野球大会の件 …承認 大会中止 

１２）7月 8月 9月例会プログラムの件…承認  

幹事報告【週報拝受】銚子東ＲＣ 
1. 財団室 NEWS 2020年 7月号 

2. バギオだより第 79号 

…直前ガバナー事務所 

3. ロータリーの友事務所の運営に関して 

…ガバナー事務所 

4. Ｒ情報研修会・ＩＭ報告書拝受 

…19-20年度第８Gガバナー補佐 

5. 7月の事務局勤務体制について 

…公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会 

【例会変更】 

旭 RC 

7月 24日(金)休会定款第 7条第 1節ⅾにより 

  31日(金)夜間例会 点鐘 18時 30分 

例会場：ホテルサンモール 

会員の記念日   
創業記念日  阿天坊俊明会員(7月 1日） 

  副島 賢治会員(7月 1日） 

ニコニコＢＯＸ  
✧田中英子会長・髙瀬幸雄幹事 

いよいよ新年度が始まりました。会員皆様のご理

解、ご協力の程、何卒よろしくお願い致します。 

✧大ニコニコ 杉山俊明会員 （富美子様） 

田中英子会長ご就任おめでとうございます。任期

中のご活躍を期待いたします。 

✧ 大ニコニコ 常世田祐一会員 

総代会が無事終了し、ほっとしています。ありがと

うございました。 

✧伊藤浩一会員 

1年振りの出席しました。 

✧猿田正城会員 

田中会長、髙瀬幹事 年度のスタートをお祝い申し

上げます。 

✧金島 弘会員 

銚子クラブ初めての女性会長おめでとうございま

す。田中会長のサポートを髙瀬幹事宜しくお願い

致します。 

✧佐藤直子会員 

今年度、財団委員長を拝名致しました。皆さま、私

が近づいていきましたら何も言わずにご寄付をお

願い致します。 

 

卓  話 

＝会長就任挨拶＝ 第 64代 田中 英子会長 
今年度、銚子ロータリ

ークラブ会長を仰せつか

りました田中でございま

す。私はロータリークラブ

に入会して、６月で丸１０

年になりました。その間、

２０１４-１５年度には信太

パスト会長のもと、女房役

である幹事を経験させて

頂きました。ですので、皆

様と反対向きでの例会は初めてではありませんが、や

はり幹事の重圧と、会長の重圧とではこんなにも違うも

のかと実感しております。背伸びをしても、実力以上

のことはできませんので、肩の力を抜いて、楽しみな

がらやっていきたいと思っております。1 年間どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

はじめに、高瀬幹事、淵岡ＳＡＡ，五大奉仕委員長

の皆様、そして、各小委員長の皆様、この度は各役職

を快くお引き受け頂き、本当にありがとうございました。

コロナ禍の中、地区次年度クラブ協議会はＹｏｕ Ｔｕｂ

ｅでの配信となり、２回を予定しておりましたＰＥＴＳも１

回のみの開催となりました。そして、自クラブでは、銚

子ロータリークラブ史上初めての長期休会を余儀なく

され、ロータリアンの三大義務の 1 つである例会出席

が叶わぬ事態となりました。 

そんな中、新年度に向けてとても重要な被選理事

会や次年度クラブ協議会が開催できないのではない

かと心配しながらも、自分自身大した準備もできない

まま新年度を迎えることとなりました。 

昨年度の会長挨拶で「段取り八分仕事二分」と宮内

秀章前会長が申しておりましたが、私自身、皆様にお

引き受け頂いた時点で「段取り八分」は万全であると

確信し、安心して今日ここに立っております。あとの二

分も、皆様のお力を借りながら、頑張っていきたいと思

っておりますので、どうぞよろしくお願い致します。 

さて、２０２０-２１年度ＲＩ会長のホルガー・クナーク

氏は、マーク・マローニ前ＲＩ会長が強力に推進してき

た「ロータリーの成長（Growing Rotary）」の概念を引き

継いでいくことを表明され、今年度ＲＩテーマに「ロータ

リーは機会の扉を開く(Rotary  Open Opportunities)」

を掲げました。ロータリーは入会するということだけで

なく、無限の機会への招待であり、ポリオ根絶のような

大規模で歴史的なプロジェクトから、地域社会でのさ

さやかなプロジェクトや、１本の植樹まで、奉仕する機

会への扉、より豊かで意義ある人生への機会への扉、

そして、私たちのあらゆる活動が、どこかで、誰かのた

めに機会の扉を開いていると述べています。 

また、第２７９０地区漆原摂子ガバナーは、東京ロー

タリークラブが１００周年を迎える節目の年である本年

度は、原点、ロータリーの目的「意義ある事業の基礎と
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して奉仕の理念を奨励し、これを育むこと」に戻り、地

区スローガンを「クラブが主役となり、奉仕の理念の実

践を！」と致しました。ＲＩを構成しているのはクラブで

あり、従って、クラブそしてクラブ会員が主役であり、ク

ラブレベルで奉仕の理念を実践することは、ＲＩの４つ

の戦略的優先事項のローテーションのスタートである

と述べています。 

この４つの戦略的優先事項とは、 

1.より大きなインパクトを与える。 

2.参加者の基盤を広げる。 

3.参加者の積極的なかかわりを促す。 

4.適応力を高める。 

それらの「４つの行動計画」が繰り返され続けることで、

数多くの機会の扉を次々と開いていくことが可能となり

、結果クラブは質・規模ともに向上拡大するのだと漆

原ガバナーは考えます。この２つのスローガンを念頭

に置きながら、今年度当クラブは「会員基盤の強化と、

５年後のクラブの在り方について考える」を重点目標と

致しました。会員基盤の強化とは、もちろん会員増強

はクラブ存続の為には不可欠ですが、ホルガー・クナ

ークＲＩ会長は、新会員・会員増強にこだわるのではな

く、現会員の維持、現会員が生涯ロータリアンであるこ

との大切さを述べられました。目に見えぬ新型コロナ

ウイルスの影響で、日本だけでなく、全世界的にも先

の読めない、先の見えない混沌とした状況だからこそ、

現会員の維持は必要不可欠と考えます。 

先程も触れましたが、今年は１９２０年に日本で最初に

創立された東京ロータリークラブが１００周年を迎えま

す。それは同時に、日本のロータリーが１００周年を迎

えるという大きな節目でもあるわけです。そこで、１００

年に１度の節目だからこそ、改めて会員の皆さんと一

緒にロータリーを学び、自クラブの長所や短所を見つ

め直し、これからの銚子ロータリークラブを考える機会

を持つことが、ひいてはクラブの活性化に繋がればと

思っております。 

地区からは、５年後のクラブを思い浮かべ、戦略計画

を立案するにあたり、ベテラン・若手等の多様なメンバ

ーから意見を反映する「戦略計画委員会」なるものを

立ち上げるよう要請されております。しかし、今年度は

あえてそのような委員会は作らず、職業奉仕委員会と、

クラブ研修・情報委員会を中心に、会員皆様のご意見

を取りまとめ、それを基に５年後の銚子ロータリークラ

ブを考えてみたいと思っております。 

本来ならば、今月から東京オリンピックで日本中が

盛り上がっているところでしたが、年初には予想だにし

なかった新型コロナウイルス感染症拡大の為、オリン

ピック史上初めての開催延期となりました。そのような

状況の中、国はコロナ禍に対応すべく、国民や企業

に向けて、「ニューノーマル」という、「新しい生活様式」

を日常生活に取り入れるよう要請しています。これを

機に、今後不測の事態に対応すべく、銚子ロータリー

クラブとしての「ニューノーマル」も考えていかなけれ

ばならないのではないかと思っております。お互い学

びあう親睦、お互いを磨きあう親睦、そして、ロータリア

ン同士の思いやりの心、そこから地域社会の人たちに

対する思いやりの心が生まれ、それこそが奉仕の心で

あることを忘れずに、各委員会と連携を図りながら、あ

らゆる変化に柔軟に対応できるよう、前向きに取り組

んで参りたいと思っております。 

最後になりましたが、会員の皆様のご理解、ご協力を

心よりお願い申し上げまして、会長就任挨拶と致しま

す。 

＝幹事就任挨拶＝    髙瀬 幸雄幹事 
２０２０-２１年度幹事に

就任いたしました高瀬で

ございます。前年の寺内

幹事からバトンを引き継ぐ

ことになりました。寺内年

度同様暖かいご支援を

お願いします。 

田中英子会長は銚子ロ

ータリークラブ始まって以

来、初の女性会長で第 64 代会長に当たります。銚子

東の石毛会長も初の女性会長でありますし、2790 地

区漆原ガバナーも初の女性ガバナーであり、今年度

はウーマンパワーが全開でスタートすることになりまし

た。その田中会長をどこまでサポート出来るか判りま

せんが精いっぱい任務を務めさせて頂きたいと思いま

す。又、会員皆様におかれましても今まで以上のサポ

ートを田中会長に差し延べていただきたいと思います。 

私の入会は平成 23 年 7 月 6 日で、今月で 9 年目

を迎えることになりました。山二電機の社長に就任した

のが平成 21年 9月ですので、就任 2年目の時にここ

におられる宮内龍雄会員からお話を頂いたのが縁で

会員になりました。真か、幹事の大役を任されることに

なるとは夢にも思いませんでした。 

月日の経つのは早いもので、ロータリアンとして何

をしたか、何に貢献したか、誰かのために力になった

か、色々考えましたが、それらしいことをした記憶が余

り浮かんで参りません。この度幹事に就任いたしまし

た機会に、もう一度自分を見つめなおし、良きロータリ

アンを目指し頑張ってみたいと考えています。銚子ロ

ータリークラブの細則の第４条に役員の任務について

書かれています。今まで、注意をしながら細則を読ん

だことが無かったのですが今回初めて意識しながら読

みました。会長、会長エレクト、副会長、幹事、会計、

会場監督について記載されていますが、なぜか幹事

の任務について多くの行数がさかれ記載されていま

す。それは会員に関する記録、通知、発送、保管、RI

事務総長に対する会員状況の報告などです。まとめ

ると、ロータリークラブに関係することは全て行わなけ

ればならないようです。 

今考えると、田中会長から幹事の誘いがあったときに
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お断りをするのが正解だったと後悔をしていますが、

時すでに遅しでございます。こんなことから、会員皆様

の暖かいご協力がなければ任務を全うすることが出来

ません。この席をお借りし再度ご協力の程宜しくお願

い申し上げます。 

前年度宮内会長の期間にコロナ問題が起こりました。

WHO は３月１１日にパンデミック宣言を出し、日本で

はその宣言が出された時期から流行が本格化、４月７

日に７都道府県に緊急事態宣言が発出、そして４月１

６日に全国に発出されました。その解除が出されたの

が５月２５日でした。春の定番の花見、ゴールデンウィ

ークの旅行等を含む外出行為が自粛の対象となり、

自粛警察との新語も生まれました。この事態に銚子地

区も、観光、飲食、食品関係など多くの業界に影響が

及び、今もそれが続いている状況です。その影響で、

太陽の里の石毛会員の退会などの寂しい出来事も発

生いたしました。 

人間は弱い動物であることを実感させられたコロナ問

題ですが、それでも何とか対策を講じながら不自由で

は有りますが、ここまで戻ることが出来ました。少しず

つでは有りますがコロナの正体が解明されその対策

（三密）を講じることで感染リスクが低くなることも判明

し、解決に向けての明かりも少し見え始めています。 

新年度のスタートに際し、通常例会に戻しましたが、コ

ロナ問題が収束したわけでは有りません。３密を避け

ながら、皆様には不自由なクラブ運営になりますが、

ご協力の程お願い申し上げます。又、今年の末頃に

はコロナの第二波も心配されています。今回の経験を

活かし、その対応を皆様で考えその時が来ることへの

備えも十分行いながら、楽しいクラブ運営に努めてい

きたいと思います。予防薬やワクチンについては各国

が開発にしのぎを削っていますが今しばらくの時間が

かかりそうです。それまでの間はお互いに注意しなが

らクラブ運営を続けていきたいと思います。 

今年度のホルガー・クナーク RI 会長のテーマは「ロー

タリーは機会の扉を開く」です。２７９０地区漆原摂子

ガバナーのスローガンは「クラブが主役となり、奉仕の

理念の実践を」を掲げ、銚子ロータリークラブ田中英

子会長は「会員基盤の強化と、５年後のクラブの在り

方について考える」を重点目標と致しました。これらの

目標を一つずつ実行していきたいと思います。コロナ

問題が無ければ、7 月 24 日から東京オリンピックが盛

大に開催される予定でしたが、残念ながら、1 年延期

となり、野球やサッカーを含むイベントがことごとく中止

になりました。 

今、日本の社会はソサエティー5.0 の入り口にありま

す。AI や IoT、ビッグデータ等の技術が急速に進歩し、

通信の分野では５G の時代では今までの 4G に比べ

100 倍の通信速度になることになっています。そんな

中コロナ問題が起こり自宅でのリモートワークが各企

業で積極的に進められています。そして、ロータリーク

ラブでもコロナ問題が解決するまでの間、オンラインを

使い、例会などを行う話も持ち上がっております。私

はどちらが好きかと言えばバーチャルではなく、リアル

が好きなのでこの方向にはなじめない感じがしますが、

この点も皆様のお知恵をお借りしながら良い方法を模

索していきたいと思っています。そんなことから、今年

度の東京ロータリークラブ創設 100 周年の記念式典

は盛大にやって頂き成功裏に終えることを願っていま

す。それが成功すれば、もっと楽しい例会が戻ってく

ることになります。新年度第一例会このような年度にな

ることを祈念し幹事就任の卓話といたします。ご清聴

ありがとうございます。 

 

 

新年度第一例会 

乾杯のご発声は 

桜井広和パスト会長 

 

社会奉仕委員会からお知らせ 

シートベルト・チャイルドシートセーフティチェック 

7月 14日(火)16時〜 

イオンモール銚子前交差点にて実施 

薄暮時街頭監視 

7月 1７日(金)16時〜銚子大橋交差点にて実施 

ＭＵ対象です！ご参加下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

【出席報告】  

会員総数３８名 出席計算３８名  

出  席３１名  欠  席 ７名 

出席率  ８１．５８％ 

欠席者： 木曽君・村田君・永澤君・吉原君 

鈴木君・高橋宏明君・富永君 

【Ｍ Ｕ】 7/4米山セミナー 大里君 

【ニコニコ】 

 

 

ニコニコ BOX ￥46,000 計 ￥46,000 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ ― 

米山 BOX ￥ 2,210 計 ￥ 2,210 

希望の風 ￥29,020 計 ￥29,020 

次週（７月１５日）プログラム 

「米山奨学生卓話」 

ﾊﾞﾝﾀﾞｰﾗﾅｰﾔｶ ｼｮﾊｰﾝ ﾏﾙｳｨﾝﾀﾞﾔｽ さん 

お弁当：桔梗屋（幕の内） 

 

 

表彰 第 2回米山功労者 宮内秀章会員 

 


