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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 

第６４回年次総会 

「あまり知られていないヤマサのお話」 

淵岡 彰介会員 

 

前回例会報告（１１月２５日） 

点 鐘：田中 英子会長 

 

 

 

 

 

 

ロータリーソング：四つのテスト 

ビジター紹介： 

第８グループガバナー補佐 大塚 榮一様 

(八日市場 RC 卓話) 

ＮＰＯ法人 ＢｅＣＯＭ   武内 達彦様 

和泉千恵子様 

会長挨拶 
本日は NPO法人 BeCOMより武内 達彦様、和泉

千恵子様、そして、国際ロータリー第 2790地区

第8グループガバナー補佐 八日市場ロータリー

クラブ 大塚 榮一様にお越し頂いております。

大塚様には、後程卓話をお願いしておりますの

で、どうぞよろしくお願い致します。 

 さて、先日あるロータリアンより、「暇なとき

に目を通してみて下さい。」と、11/21付の日経

新聞の記事が送信されてきました。それは、第

28 代東京大学総長で、現三菱総合研究所理事長

の小宮山宏氏の「私の履歴書」というコーナーで

した。読まれた方は、その中にあった「自律分散

協調系」という言葉、ご記憶にあるかと思いま

す。 

小宮山氏は、「東京大学を世界一の大学にする。

そんな意気込みから総長の 4 年間でやるべき改

革をまとめた行動計画が『東大アクション・プラ

ン』である。」とし、それを作成するにあたり、

組織が大規模で複雑、そして重層的である東大

が、グローバル競争に取り残されないよう、学問

の自由を大前提に、「自律分散協調系」という考

え方を打ち出しました。 

「教授が信念に基づき自由に活動する。これ

が自律分散。一方で大学は社会の要請に応える

べく総合力を発揮する必要もある。そのために

は総長を中心に執行部がリーダーシップを持っ

て前に進めなければならない。」と、述べていま

す。 

この「自律分散協調」は、ポストコロナの新し

い地方創生の大きなチャンスであると言われて

います。「自律」とは、今回明らかとなった日本

型の中央統制ガバナンスの弱点を克服し、国の

統一基準に頼らず、地方のことは地方自身が考

え、実情にマッチした決定をすることでありま

す。必然的に、財源移譲も含めた地方財政や産業

育成も自律の対象となります。 

 「分散」とは、国内外から地方へ居住者を積極

的に受け入れるとともに、都市と地方どちらか

一方にだけ定住するのではなく、多拠点で役割

を果たす人財循環を実現していくことです。住

民の多様化に加えて、産業面でも、インバウンド

観光だけでなく、地域ごとに特色ある強みを再

確認し、確立していくことが重要となります。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%A1%E9%95%B7
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「協調」とは、多様な形で地域・社会課題の解

決を目指す「分散」した社会が、地域政策を担う

自治体だけでなく、突破力とユニークな技術を

もつスタートアップを含む民間企業、高い感度

とリテラシーをもち自ら行動変容できる市民と

協調することで、地方都市間のネットワークを

形成することです。 

以上の結果、東京一極を頂点とする従来の階

層構造から、先週副島会員の卓話にもありまし

たように、AI・IoTなどの先端技術を活用して地

域社会の課題を解決する高度な分散協調型ネッ

トワークへの変革の機運が生まれるだろうと予

測されております。 

歴史的な転換期、過去の経験が役に立たない

難局への対応について、今回のコロナ禍は有益

な示唆を与えました。それは、中央集権型のヒエ

ラルキー社会よりも自律分散協調社会の方が、

より柔軟に、より早く、より実効性のある解決策

を考え実行できるということです。 

第２７９０地区の地区とクラブの問題も、より

柔軟性に、より早く、より実効性のある解決策を

考えて、実行してもらいたいものです。 

幹事報告 
【週報拝受】 

小見川ＲＣ、八日市場ＲＣ 

1. 2021 年台北国際大会に

ついて 

2. RLI実行委員会第 2回ﾌﾞ

ﾗｯｼｭｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰのご案内 

3. 2020 年決議審議会決定報告書 

…ガバナー事務所 

4. 共同声明に関する経過報告のご報告 

…新千葉ＲＣ 

5. 令和 2年冬の交通安全運動の実施について 

…銚子市交通安全都市推進協議会 

6. 災害時外国人ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座の開催について 

…銚子市国際交流協会 

 

【例会変更】 

銚子東ＲＣ 

12月 1日(火)振替休会 

→11月 29日(日)R情報研修会に振替の為 

  22日(火)夜間移動例会年末家族会  

点鐘 18時半 犬吠埼ホテル 

    29日(火)定款第 7条第 1節(ⅾ)により休会 

1月  5日(火)定款第 7条第 1節(ⅾ)により休会 

 

 

 

会員の記念日   

 

 

 

 

 

 

 

宮内 清次会員(11月 20日) 

結婚記念日 石毛 充会員(11月 22日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧第 8グループガバナー補佐大塚榮一様 

本日は宜しくお願い致します。 

✧ 大ニコニコ宮内龍雄会員 

ひと皮むけました。ご心配をおかけしました。 

✧宮内清次会員 

83年と 1日ちがいで二人目の曾孫が生まれまし

た。 

 

 

卓 話 

「ロータリーと共に」 

第８グループガバナー補佐 大塚 榮一様 

皆さん、今日は。今日は、4度目の訪問となりま

した。今日は田中会長からのご配慮をいただき、本

来なら 8月 26日(水)のＡＧクラブ協議会の例会に

ソングリーダー    ビジター紹介     ニコニコ紹介  

多部田親睦委員長   吉原会員        廣瀬会員 
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於きましてお話をする予定で有りましたが、新型

コロナ感染対策としての形での例会になってしま

い、それが叶なくなってしまいましたが、卓話の時

間をつくりましたのでお願いをいたします・・・・。

と有りました。大変貴重なお時間に感謝しながら

これからお約束の25分の卓話という事で既に用意

をしておりましたが、本日の卓話の内に…地区の

現状…再編と来年度ＡＧについて…話してほしい

との要望で有りましたので本日は、私のＲの歩み

として 15 分に、そして地区について 10 分という

形にしてこれから話をして参りますのでよろしく

お願いいたします。 

…人生は旅、旅は出会いと…別れ…と昔、教えて

いただく事が有りました。【入会】は 44 歳…まだ

まだ黒髪の青年で有りまして、我クラブ来年度 30

周年を迎える前年度に入会が許され、今年でＲ29

年目を迎えました。今でも入会、初の例会場を覚え

ております。会場は今も変わらず、千葉興銀八日市

場支店２Ｆで有りました。階段を恐る恐る昇って

行き、扉が開いた会場に足を一歩踏み入れた途端、

当時我八日市場を代表する大旦那、大社長がズラ

リと居並び、正に足が竦む思いであった事を思い

出します。私のロータリーの歩みが始まった瞬間

で有りました。 

そうして 3 年の時が流れた頃…入会後のロータリ

アンが略々通過点となる…ロータリーを辞めよう

かな？という場面を迎えました。当時我クラブに

は年令に幅広く会員がおり、ある先輩の一言に「ロ

ータリーは地元では大切な場所だよ」という言葉

でそうした思いを捨て又、歩みつづけていった次

第で有ります。 

そうした後、入会 4年目 48 歳になりました。当ク

ラブでは、現在…【国際奉仕】として、韓国 RI3690

地区・北仁川 RC（現在＝富浦（プーピヨン）RCに

引き継がれる）との友好親善ですが、1983年 10月

13 日に調印式に始まり、今年は 37 周年めの年で

有ります。例年、一年おきに相互訪問をしており、

私も入会 4 年目頃に先輩から参加要請を受け、初

の訪問を致しました。空港へ大勢のロータリアン

が出迎えてくれて、その歓迎振りをうれしく思っ

ておりましたが、夕刻からは、歓迎の記念例会が行

われ、その後には、焼酎、マッコリでの乾盃へ移っ

ていった分けで有りましたが、何故かどちらも酒

をつぎに行こう…としない懇親の場が極めて寂し

かった思い出として残っておりましたが、その後、

我々年代が中心となり、胸襟を徐々に開いていき、

大変交流が盛り上がっていきました。お互いに酒

の酌み交わしが無かったのはやはり昔の日韓関係

が暗い影を落としていたから…かと…そんな風に

感じていました。 

52 歳の時になります。入会から 8 年目で有りま

す。副幹事の役が回って参りました。その年は 2年

に亘り会長・幹事を決める…という事で 4 人で会

合を持った事を思い出します。先の会長年度がス

タートしますが、その 9月に幹事役の私の畏友＝4

年前のＡＧを務められた鈴木勝彦さんが思わぬ突

然の事故に遭遇し、回復に時間がかかる…という

事になり、私が「幹事代行」を引き受けそのまま都

合【1年と 7ヶ月程の幹事】経験となりました。こ

の体験が、ロータリーの 1 年間の流れ等を知る事

ができた様に思いました。 

2003-04、平成 15-16年になりますが、その年は

Ｒ誕生 100周年に 1年前の 99年目に当たる年であ

り、大阪にて【ＲＩ国際大会】が開かれ、第 2790

地区からも大勢のロータリアンが参加する内、私

も参加者の一人として…国際大会初の参加に大変

感動したのを覚えております。 

私のＲ活動で忘れられないイベントで有りまし

た。我、【八日市場ＲＣ創立５０周年】が巡って参

りました。30周年前年度に入会が許され、以来 20

年後の64歳の時にクラブでの暗黙の了解の入会順

とクラブ内での流れの内により会長職を受け、一

年間は 2011-12年(平成 23-24年)で有りましたが、

下期は 5 月 20 日(日)の 50 周年に向かってクラブ

が一丸となっていった事を思い出します。【会員増

強】として…50 周年は 50 名にて祝おう！！…と

いう思いと、50 周年祝賀行事を成功させよう…と

いう全会員の共有するところとなり、会場を成田

ビューホテルに山田修平ガバナーを始め、地元市

長、県議、そして友好クラブ北仁川ＲＣからは 22

名に及ぶロータリアン、又、会員夫人等、そして地

元団体代表者、そして県内各地、又、我々第 7 分

区からも総勢（会員も含め）約 130 名が一同に会

しての、多くの御来賓の方々、又、同じ仲間の多く

のロータリアンをお迎えする内、50 年に及ぶ歴史

と伝統に培われた我クラブの歴史に感動の一ペー

ジを刻む事となりました。 

ところで仏教の教えに縁尋機妙・多逢聖因…と

いうものが有ります。良い縁がさらに良い縁を尋

ねて発展していく内で、いい人交わっていると良

い結果に恵まれる…という事だそうです。私にと

っても、その時が来た様に思える事が昨年 4月 19

日(土)～20 日(日)に亘り行われた「山形県・鶴岡

ＲＣ創立 60周年記念祝賀行事」に招待された時で

ありました。このご縁は、私の前の鈴木勝彦ＡＧの

時ＩＭゲストとしてお呼びをした、ＲでＰＧ後、Ｒ

Ｉでもご活躍された鶴岡市にて“般若寺”というお

寺の住職さんの藤川教胤さんのご招待に寄るもの

でした。又、銚子クラブでは島田さんとご一緒で有

りました。両日、ゲストとしておられた【2002-03

年平成 14-15 年時の出身である 93 歳ＲＩビジャ

イ・ラタクル会長】で有りました。銚子クラブでも

織田ＰＧのご縁で来訪されたという事を島田さん

からお聞きしました。この写真は、前夜祭の時で有
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ります。翌 20 日(日)が 60 周年記念式典での講演

がありましたが、最後に正に我々に投げかけられ

た言葉がこうありました。是非これだけは覚えて

おいていただきたい…どんな人でも、たとえ経歴

がどうであっても、内に秘めた他人を思う気持ち

は、自分自身の為ではなく、他の誰かのために使

うことで生かされるものだと気づけるということ

です。…と正にこの言葉こそ、我々ロータリアンが

目指すべき奉仕の理想ではないでしょうか？ 

時間も予定時間に近づいて参りました。最後に…

「Ｒのご縁から友情」について述べてみたいと思

います。貴クラブ【銚子ＲＣ＝故織田吉郎ＰＧ】で

有ります。織田さんは設計士さんで有り、私も仕事

の関係上設計された図面に沿って見積もりをした

り…という事に始まり、2000-01年クラブ会長を歴

任された時に、地区Ｇは君津ＲＣ秋元秀夫さんの

下、分区代理を務められたのが、我クラブの井橋先

生であり、その分区代理補佐幹事を鈴木勝彦さん

と私とで務め直接的お付き合いがその時から始ま

りました。一年間のお付き合いで有りましたが、そ

うしたご縁によりその後、地区及び分区行事等々

では、お声をかけていただく様になりました。そし

て建築士というお仕事上、大変ご多忙極まる内、第

7 分区代理、そして地区トップのＧを 2010-11 年

地区の歴史に成る程の多大なご貢献をされ立派に

務められました。Ｇが終わって 1 年半頃だったで

しょうか？織田さん体調を崩されているそうだ…

と小耳にはさみました。 

ここで予測不可能な未来に対して、「どういう計画

を立てるか？…これについて参考になるのが、中

国の古典となる朱新仲という人が残した言葉が有

ります。「人生の五計」と言います。1.生計 2.身

計 3.家計 4.老計そして 5 に死計と有りまして

正に…いかに死ぬか？…であります。今日はここ

に織田さんが亡くなられる前に回復見込み無…と

覚悟を決められ、遺書とも言われる手紙を認めら

れ、いただいた手紙で有ります。銚子クラブでもそ

の当時、同様に手紙をいただかれた方が多勢と聞

いておりますので簡単に述べてみたいと思います。 

人間…誰れしも死を免れませんが、しかしながら

織田吉郎さんは、それを自身の運命として、真摯に

受け止め多くの人々に惜しまれ、正に決然と死に

対峙をされて、人生の幕を閉じられました。 

素晴らしい人で有りました。 

2020 COM CUP 英語・日本語スピーチ大会 

2020大会テーマ「door to the next stage」 

今年度は、弁論原稿・動画を COM CUPサイト内か

ら応募していただき、12月 20日(日)入賞結果、

受賞者のスピーチ等をオンラインで発表します。 

 

 

 

 

 

 

協賛金をお渡ししました。 

 

 

【出席報告】  

会員総数 ３７名 出席計算３３名  

出  席 ２３名 欠  席 １０名 

出席率  ６９．７０％ 

欠席者： 淵岡君・金島君・木曽君・村田君 

大里君・佐藤君・信太君・山崎君 

鈴木君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】  

11/28青少年奉仕セミナー 須永君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

社会奉仕委員会からのお知らせ 

冬の交通安全運動 薄暮時街頭監視 

１２月１８日（金）午後４時～ 銚子大橋交差点 
※参加者はメークアップの対象となります 

 

※11 日(金)防犯運動合同出動式および歳末特別

警戒パトロールは新型コロナウイルス感染拡大防止

の為、各団体 2名のみとなります。 

ニコニコ BOX ￥ 20,000 計 ￥303,500 

スモールコイン ￥  2,440 計 ￥ 23,883 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 23,291 

希望の風 ￥ ― 計 ￥114,120 

次週（１２月９日）プログラム 

「生命保険のこれまでとこれから」 

山崎 芳樹会員 

お弁当：やまこ庵（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


