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THE ROTARY CLUB OF CHOSHI 

創 立  昭和32年３月２３日 

RI承認  昭和32年４月１５日 

会  長   田 中 英 子 

副会長   石 毛   充 

幹  事   髙 瀬 幸 雄 

会  計   常世田 祐 一 

例会日時 毎週水曜 12:30～ 

例会場  銚子商工会館５階大会議室 

事務所  銚子市三軒町19-4 

     銚子商工会館４階 

電 話  0479-23-0750 

ファクス 0479-25-8789 

E‐mail   rotary@choshinet.or.jp 

UR Lhttp://www.tcs-net.ne.jp/~crc/ 

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 

「ロータリーの友月間に因んで」 

髙橋 宏資クラブ研修・情報委員長 

前回例会報告（８月２６日） 

点鐘：田中 英子会長 

ロータリーソング：それでこそロータリー 

ビジター紹介： 

第８グループガバナー補佐 大塚 榮一様 

補佐幹事 鈴木 勝也様 

（八日市場 RC） 

会長挨拶 

本日は、国際ロータリー第２７９０地区 第８

グループ ガバナー補佐 大塚榮一様、補佐幹事

鈴木勝也様にお越し頂いております。 

本来であれば、大塚ガバナー補佐に卓話をし

て頂く予定でおりましたが、皆様もご存じの通

り、銚子市ではコロナウイルス感染者が先週の

金曜日まで８日間連続で出ておりましたので、

本日の例会も休会にするべきかどうか、理事の

皆様のご意見を伺いながら、例会開催を決定致

しました。その際、例会及び、クラブ協議会を短

縮して頂けないかと大塚ガバナー補佐に相談し

たところ、快諾して頂き、本日このような形での

開催となりました。大塚ガバナー補佐には後日

卓話をして頂くことをお約束致しましたので、

その節はどうぞよろしくお願い致します。 

さて、本来クラブ協議会でお話するべき「戦略

計画について」ですが、お時間の関係で、会長挨

拶の中でお話させて頂きます。 

今年度のＲＩテーマ「ロータリーの成長（

Growing Rotary）」、そして、地区スローガン「

クラブが主役となり、奉仕の理念を！」を踏まえ

まして、「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」をクラブの重点目標と

致しました。本日はその中の「５年後のクラブの

在り方について考える」を具体化した戦略計画

について考えてみたいと思います。 

当初の予定では、会員の皆様にアンケートを

して、当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じっくりと考

える機会を設けて戦略計画を作成するつもりで

おりましたが、新年度になってまだ間もないこ

と、また、コロナ禍の中、会員の皆様と例会以

外で集まることが難しいということで、本日は

高瀬幸雄幹事、宮内龍雄職業奉仕委員長にアド

バイスを頂きながらまとめてみました。 

はじめに、私の考えた銚子ロータリークラブ

の長所と短所を申し上げます。 

まず長所ですが、 

① クラブの雰囲気は、規律正しく、とて

も和やかで活気がある。 

② 会員みんなが協力的である。 
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③ クラブ会員間のコミュニケーションが

よく取れている。 

④ 諸先輩方に気軽に相談でき、適切なア

ドバイスがもらえる。 

挙げればきりがないので、長所はこれくらいに

します。 

次に、短所について申し上げるところですが

考えても思い当たらず、特にはないように思い

ます。 

 続いて、課題及び、問題点ですが、 

① 僅かではあるが、40 代、50 代の割合

に比べ、60 代、70 代以上の割合の方

が上回っている。 

② 40 代、50 代の約 4 割の会員が 2～4 年

くらいで転勤してしまう方と、スリー

ピングメンバーで、将来幹事や会長と

いう役職に就いてもらうことが難しい 

③ 新入会員（3 年未満）において、例会

以外の各種会合やイベントへの参加が

少ない。 

それらを踏まえて、5 年後の銚子ロータリー

クラブを私なりに思い描いてみました。 

① 現在在籍している会員は、自分の意思

で退会することなく、在籍しているこ

と。 

② クラブ運営がスムーズにできるよう、

最低 40 名の会員確保を目指す。 

③ 40 代、50 代の割合が 60 代、70 代以

上の割合を上回るように、50 代以下の

特に 40 代以下の新入会員を増やす。 

④ サウスダバオロータリークラブ（フィ

リピン）との交流。 

⑤ 女性会員及び、グローバルな新入会員

を増やす。 

⑥ オンライン例会ができる体制を整える 

⑦ 地元の大学である、千葉科学大学と一

緒に地域にインパクトのある事業を考

える。 

⑧ 今後の国際交流に備えて、会員有志で

英会話の勉強を行う。 

⑨ 新入会員（3 年未満）の例会以外の各

種会合やイベントへの積極的な参加を

促す。 

⑩ 銚子ロータリーとしてのアイデンティ

ティーを会員みんなで理解し、共通認

識する。 

以上、取り急ぎ 10 個挙げてみましたが、本

年度早急に取り掛からなくてはいけない項目は

「⑥オンライン例会ができる体制を整える。」

であると考えています。 

 これはあくまでも私見で、戦略計画とは言え

ませんが、これを基に会員の皆様にいろいろな

ご意見を出して頂き、5 年後の銚子ロータリー

クラブのあるべき姿を想像して頂いて、それに

近づくための計画を立て、実行していけたらと

思います。会員の皆様、ご協力の程、どうぞよ

ろしくお願い致します。 

 

8/24臨時理事会報告 
１）8月 26日例会短縮の件  

…承認 

8/26臨時理事会報告 
１）9月 9日Ｇ公式訪問クラブ協議会中止の件 

…承認 

 

幹事報告 
【活動計画書拝受】銚子東ＲＣ、流山ＲＣ 

1. 月信 13号拝受 

…19-20年度ガバナー事務所 

2. 活動計画書送付のお礼状 

…パストガバナー諸岡靖彦様 

…ガバナーノミニー小倉純夫様 

3. ＲＬＩパートⅢ開催ご案内 

4. 通販・特印情報 特殊切手 

 「日本のロータリー100周年」 

…ガバナー事務所 

5. 第 1回理事会書面による決議に変更について 

…千葉科学大学おうえん協議会 

 

会員の記念日   

 

 

 

 

 

 

 

 

信太 秀紀会員(8月 25日） 

 

入会記念日 

上総 泰茂会員(8月 21日) 

副島 賢治会員(8月 24日) 
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ニコニコＢＯＸ  

✧ガバナー補佐 大塚榮一様 

よろしくお願いします。 

✧大ニコニコ大岩將道会員 

初孫が産まれました。女の子でした。 

✧寺内忠正会員 

8/13 お盆休み初日、トーア産業付近、火災発生

とメールがきました。監視カメラで見てみると

消防隊が突入する所でした。暑くて熱センサー

の誤作動でした。本当によかったです。 

✧淵岡彰介会員 

私が社外取締役をつとめている銚子電鉄が製作

した映画“電車を止めるな〜呪いの 6.4 ㎞”が

28 日から封切りになります。銚子でのおひろめ

はコロナ感染拡大で延期になりましたが、来月

以降を予定しています。因みに私もセリフ付き

で出演していますので是非ご覧頂ければと思い

ます。 

 

ガバナー補佐訪問クラブ協議会  
短縮例会終了後開催 １２：55〜 

 

 

 

 

 

 

 
開会挨拶 田中英子会長    （進行） 髙瀬幹事 

（クラブ協議会議長） 

 

大塚 榮一ガバナー補佐 ご挨拶  

皆さん  こ

んにちは！! 

今日は先日に

引き続いての

2 回目のＡＧ

クラブ協議会

での例会訪問

で有りますが、

ここ数日前に銚子地区で急に新コロナ感染者の

増加を見て、例会をどうするか？と東クラブ・石

毛会長、銚子・田中会長と正に良く連絡をとり終

えて、昨日例会を執り行うとなりました。通常よ

り又、例年とは違った内での本日のＡＧクラブ

協議会となりましたが、本来なら、会長挨拶、幹

事報告後、24～25分の卓話依頼（90分のクラブ

協議会）をいただいており、時間に見合う原稿を

練り上げてきましたが、私の 29年に及ぶロータ

リーでの歩みをテーマ「ロータリーと共に！!」

に沿ってお話するわけでしたが、今日はその卓

話は又、後日、日を改めましてお話をさせていた

だく事になりました。 

社会が大きく変化する内で、まずロータリー

も変わっていかねばならない…という事の内 

漆原Ｇ→本年地区テーマ「クラブが主役、Ｒの理

念の実践を」田中会長方針にもありますが、他人

を思いやり、他人のためになることをしよう…

目標は各クラブの活性化に有りとの事です。当

然で有ります。又、地区でも会員が過去に 4,000

名を超えた時代の内、現在は略々毎年 2,700～

2,800名（－30％）の状態となっています。 

先日お話いたしましたＧの再編もその一つで

有りまして、次世代対応という事で今のところ

来年７月 1 日からの予定となっています。それ

と共に、ロータリーはクラブが主役・中心と言わ

れるこの原則は変わっておりませんが、その各

クラブに元気がなくなってきているのも現実で

有ります。前、諸岡Ｇは〝千葉を元気に“と、地

区テーマで有りました。そのクラブをこれから

どうするか？これが長期計画という認識で良か

ろうと思います。全ての現象に原因そして対処

されての結果というものが生まれています。で

すから、これからの自クラブは、という課題は、

クラブの悩み、そして弱いところをどう直して

いくか、と思いますので、今年のＧの長期計画は

それを今後委員会をつくるか？否か？というと

ころにありそうです。 

 9 月 9 日のＧの公式訪問、まだ非常にこのウ

イルス騒ぎで読めない内では有りますが、どう

いう方法が有ろうかと思いますので、あと 2 週

間の間、皆さんそれぞれで、思いを胸に当日に臨

んでいただきたいと思います。どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

 

第 1部 クラブ戦略計画について田中 英子会長 

 

（戦略計画は本紙会長挨拶に掲載） 
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第 2部 クラブの利点・欠点 

自分のクラブの良い所や改善すべき点を 

五大奉仕委員長から発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3部 私のロータリーモーメント 

 

 

 

 

 

 

 

猿田 正城会員 

 

（心に残るロータリー体験） 

 

 

 
 

 

 

 

佐藤 直子会員  永澤  信会員 

 

【出席報告】  

会員総数３８名 出席計算３２名  

出  席２２名  欠  席１０名 

出席率  ６８．７５％ 

欠席者：木曽君・村田君・大里君・高橋宏資君 

常世田君・山崎君・吉原君 

鈴木君・高橋宏明君・富永君 

【Ｍ Ｕ】 なし 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  

【ロータリー憩いの森】 百日紅の花が咲きました。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
(平成 30年 10月憩いの森 P 植樹) 

 

 

【地球の丸く見える丘公園 アメリカンディエゴ】 

 

 

 

 

 

 

 

 
(平成 17年RI100周年記念 植樹) 

 

 

8/25撮影：金島弘広報・会報委員長 

ニコニコ BOX ￥26,000 計 ￥149,000 

スモールコイン ￥ 1,755 計 ￥  8,411 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥  9,830 

希望の風 ￥ ―  計 ￥ 52,020 

次週（９月９日）プログラム 

「ガバナー公式訪問合同例会」 

会 場：銚子商工会議所１階 大ホール 

卓 話：国際ロータリー第 2790地区 

ガバナー 漆原 摂子様(勝浦 RC) 

お弁当：銚子プラザホテル（幕の内） 

※例会終了後のクラブ協議会は中止です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


