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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 
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ガバナー漆原 摂子 (勝浦RC)  

広報・会報委員会   

委員長  金島   弘  
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今週のプログラム 

「ＤＶＤ鑑賞 水漫々の…米山梅吉その生涯」 

―続編― 

前回例会報告（６月２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 

ビジター紹介： 

第 8グループガバナー補佐 大塚 榮一様 
米山奨学生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 様 

（奨学金交付） 

会長挨拶 
はじめに、本日当クラブにご入会の五十嵐亘会

員を心より歓迎致します。ロータリーは初めてと

伺っております。ロータリーは「親睦と奉仕」です

ので、まずは会員相互の親睦を深め、ロータリーを

楽しんで頂けたらと思います。どうぞよろしくお

願い致します。 

本日は第 2790 地区第８グループガバナー補佐 

大塚榮一様、米山記念奨学生のショハーン君にお

越し頂いております。大塚様には後程退任のご挨

拶を頂きます。また、ショハーン君の近況報告も楽

しみにしておりますので、どうぞよろしくお願い

致します。 

いよいよ本年度も最終月となりました。「百里を

行く者は九十を半ばとす」という諺に習い、最後ま

で気を緩めることなく、任務を全うしたいと思っ

ておりますので、皆様の更なるご協力の程、何卒よ

ろしくお願い申し上げます。 

さて、今月は「ロータリー親睦活動月間」ですの

で、本日は「ロータリー親睦活動グループ」につい

て、お話ししたいと思います。 

「ロータリー親睦活動グループ」とは、共通の趣味

関心、スポーツ、職業を土台としたロータリーメン

バーの集まりです。交流を通じて、専門知識・スキ

ルをさらに磨き、海外に友人を作れるだけでなく、

特技を生かした奉仕活動を実施することもできま

す。ロータリーは、さまざまな国や文化から同じ関

心事を分かち合う会員が集まるロータリー親睦グ

ループを通じて世界中に広められた「親睦」という

概念を土台としています。このロータリー親睦活

動によって、会員は生涯にわたる友情を築くだけ

でなく、自らの関心を保ち、活動への意欲を一層高

めながらロータリーに積極的に関わっていくこと

ができます。スポーツ、趣味、職業上の関心をはじ

め、幅広い職業や趣味を網羅したロータリー親睦

活動は 100 団体近くにのぼり、そのすべてが国際

的な親睦、友好、奉仕を深める役目を果たしていま

す。ここでは同好のロータリアンが特定の関心に

対する情熱を分かち合うだけでなく、数多くの親

睦グループ・メンバーが自らの趣味や技能を生か

して他の人々への奉仕を行っています。 

例えば、カヌーを楽しむロータリアンの国際親

睦グループは、汚染された川の清掃を行なったり、

コンピューター・ユーザーであるロータリアンの
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国際親睦グループは、電子メディアの使い方につ

いてロータリアンや地元の人々のために研修会を

行なったりしています。また「ジッパー・クラブ」

と名乗る心臓疾患を克服したロータリアンの国際

親睦グループ・メンバーは、心臓疾患を持つ、恵ま

れない子供たちの命を救う手術を提供しています。 

ロータリー親睦活動は、エスペラント語に関心

を持つロータリアンが集まったことをきっかけに、

1928年に非公式に始まりました。1947年にはボー

ト好きのロータリアンのグループが自分たちの船

にロータリーの旗を掲げ、自らをロータリアンの

国際ヨット親睦グループと名乗り始めました。現

在、最も長く継続して活動を行っているのがこの

ヨット親睦グループです。ロータリー親睦活動の

範囲は月日を経て変化してきましたが、今日でも

変わらぬその目的は、友好の下にロータリアンを

結び付け、各々が楽しみとするレクリエーション

または職業的活動の場を提供することです。 

漆原ガバナーも、ガバナーの任期が終えたら、 

「乗馬」のグループに加入を試みようかとお考え

のようです。皆様も「ロータリー親睦活動グループ」

を再確認し、世界中に広められた「親睦」という概

念を土台に、また新たなロータリーを楽しんでみ

たらいかがでしょうか？ 

 最後になりましたが、大塚ガバナー補佐におか

れましては、今年度大変お世話になり、誠にありが

とうございました。大塚ガバナー補佐の益々のご

健勝と、ご活躍を心よりお祈り申し上げます。 

第 12回定例理事会報告 
１）６月７月８月プログラムの件    …承認 

２）新旧クラブ協議会の件       …承認 

３）慰労会の件…承認 今年度は中止。 

４）千葉科学大学留学生交流会の件…承認 中止 

幹事報告【週報拝受】佐原香取ＲＣ、館山ＲＣ

銚子東ＲＣ 
1. 第 2回 ROTEX向け分科会(ZOOM)のご案内 

2. RI日本事務局「在宅勤務延長」6/30迄のお知

らせ 

3. 財団ＮＥＷＳ2021年 6月号 

4. 新型コロナウイルス感染症に関する友事務所

対応の件 

5. ＲＬＩパートⅢ開催のご案内 

6. ロータリー親睦活動月間のリソース 

7. 2021年 6月ロータリーレート １ドル＝109円 

8. 地区大会決議案の郵便投票のおしらせ 

…ガバナー事務所 

9. 地区研修・協議会動画配信のお知らせ 

…ガバナーエレクト事務所 

10. ロータリー日本 100年史のご案内 

…ロータリーの友事務所 
 

【例会変更】 

勝浦 RC例会場変更のお知らせ 

6/1〜ホテルブルーベリーヒル勝浦 

旭ＲＣ 

6月 13日(金)休会（親睦旅行中止の為） 

定款第 7条第 1節例会(ｄ)細則第 6節(2)により 

26日(金)夜間例会 点鐘 18時 30分 

八日市場ＲＣ 

6月 15日（火）振替休会  

→19日（土）点鐘 18時柿岡屋さよなら例会振替 

6月 29日（火）定款により休会 

小見川ＲＣ 

6月 9日(水)23日(水）休会 

定款第8 条第1 節（c）により 

銚子東ＲＣ 

6月29日(火)定款第7条第1節（ｄ）により休会 

会員の記念日   
入会記念日 常世田祐一会員(5月 30日) 

      田中 英子会長(6月 2日) 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧第８グループガバナー補佐 大塚榮一様 

一年間お世話になりました。 

 

 

 

 

 

 

✧大ニコニコ 大岩將道会員 

銚子間税会会長を宮内秀

章氏にバトンタッチいた

しました。 

  

 

 

 

✧田中英子会長・髙瀬幸雄幹事 

本日ご入会の五

十嵐亘会員を心

より歓迎致しま

す！五十嵐会員

にとって充実し

たロータリー・

ライフになりま

すようにご祈念申し上げます。 
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✧高橋 宏資クラブ研修・情報委員長 

“ロータリーの友”

一年間おつき合いあ

りがとうございまし

た。 

 

 

✧多部田恵子会員 

私は、銚子マリーンス

ポーツ促進協議会に

入っており、マリーナ

の人魚像のお掃除を

昨年はコロナ禍で自

粛しましたが、今年は

生徒 10名位なら OK！

との事で参加させて頂きました。 

ところが大衆日報の一面にフラ教室が自粛中と

載ってしまい、昨日、訂正文をやはり一面に出し

てもらいましたが、私にとって今回の報道被害

はちょっと痛い出費となってしまいました。次

年度は広報委員長なので誤った情報が載らない

ように精進して参ります！ 

新入会員卓話     熊澤 直紀会員 
皆様さま

こんにちは。

東京海上日

動の熊澤で

す。永澤の

後任で 4 月

に着任いた

しました。

今後ともど

うぞよろしくお願いいたします。本日は新人卓話

という貴重なお時間を頂き有難うございます。ま

ずは自己紹介と最後に少し会社の取り組みを紹介

させて頂きます。 

（自己紹介割愛） 

東京海上の「地方創生」の取組みをご紹介します。

「地方創生ブックレット」をご覧下さい。地方創生

や地域活性化の取組みは正にロータリーの理念や

活動と同じであると思います。当社では「地方創生

室」を設置し、200名体制で様々な地方創生の取組

みを推進しています。このブックレットでは地方

創生の支援メニューや当社の取組みをご紹介して

います。 

２ページをご覧ください。このページでは、当社が

地方創生に取り組む理由を記載しています。当社

の経営理念ですが、3行目に「豊かで快適な社会生

活と経済の発展に貢献します」とあります。「地方

創生の取り組みは経営理念そのものである」と考

えています。 

続いて３、４ページをご覧ください。このページで

は、地方創生のイメージ図と、支援メニューの目次

になっています。地方創生はこの図のように、「循

環したイメージ」になります。左上から、仕事が増

えて、人が集まって、挑戦する人が増えるとリスク

が生まれます。リスクが生まれると初めて、私達は

ソリューションをご提供できます。それは保険商

品もあれば、保険以外のサービスや各種支援もあ

ります。リスクに対するソリューションを通じて、

花を咲かせ「地域が活性化」されます。「地域が活

性化」されると、仕事が増え、また人が集まってく

るという循環（ループ）になっています。この地域

活性化の一端を「当社が担いたい」と考えていま

す。7ページ以降に具体的な支援メニューをご紹介

していますが、今特に力を入れているのが、９、10

ページの「健康経営」と「BCP」です。 

まず９ページの「健康経営」ですが、従業員の健康

が会社の生産性や収益性を高めるとの考えのもと、

経営の観点から「従業員の健康管理」を実践するこ

とです。健康経営に取り組んだ結果、人の採用や定

着に繋がった！という事例が全国で多く出ていま

す。健康経営の取り組みを認定する国の制度もあ

ります。当社も保険業界で唯一 6 年連続「健康経

営銘柄」に認定されていますが、ここ数年で、認定

を目指す企業が急増しており、当社のノウハウを

活かして、取引企業約 2000社の認定支援を行って

います。10ページは BCP です。各企業の BCPの策

定支援を行っていますが、最近は BCP よりも中小

企業の「事業継続力強化計画」の策定支援をするこ

とが多くなっています。この「事業継続力強化計

画」とは、2019 年に「中小企業強靭化法」が成立

してできた認定制度です。経済産業省の「国が企業

を認定する制度」で、税制や補助金の優遇がありま

す。一番下は各地での実施事例をいくつかご紹介

しております。左の事例ですが、高知県では 10年

間で 700 社もの策定支援を行っています。一企業

でほぼ無償で、県単位で 700 社以上の BCP を作成

している会社は他にはないと思います。大阪や静

岡など全国各地で BCP セミナーを実施し、BCP 策

定の必要性をお伝えしています。健康経営や BCP

にご興味のある方は是非ともご連絡下さい。 

最後に、自動車保険の「ドライブレコーダーの特

約」についてご案内します。4年前からドライブレ

コーダーを発売しておりますが、4月からは、前も

後も録画できるドライブレコーダーが新発売され

ました。保険会社で前後の録画は当社初で、エンジ

ンを切った後、駐車中もバッテリーのある 30分間

録画して当て逃げにも対応します。市販との違い

は、動画を撮るだけでなく、衝撃を感知したら、当

社のコールセンターと繋がるとともに、事故動画
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が当社に自動伝送されます。つまり、当社との電話

とネットの機能を装備しています。コールセンタ

ーに繋がると、事故の連絡や救急車の手配もして

くれますので、ベンツやレクサス等の高級車と同

じサービスです。常に通信費が掛かっていますの

で、保険料は月々850円となっております。おかげ

さまで大変好評を頂いておりますので、こちらも

ご興味のある方は是非ともお声かけ下さい。 

最後は会社の PRになってしまいましたが、私の新

人卓話は以上とさせていただきます。ご清聴あり

がとうございました。今後ともどうぞよろしくお

願いいたします。 

第８Ｇガバナー補佐退任挨拶 
本日は、ＡG として、1年

間の御礼のご挨拶として銚

子クラブへ例会訪問をさせ

て頂きました。いよいよ AG

としてのわらじを脱ぐ頃とな

りました。この１年間を振り

返りますと広く世界中のロ

ータリークラブ又、ロータリ

アンがこの新コロナにより、ことごとく活動を大きく制限

され、それぞれのリーダー又、銚子クラブでは、田中

会長も誠に歯痒く心残りな１年であった事かと思いま

す。地区再編問題について触れてみます。漆原 G の

個の力と地区内全 82 クラブの衆の和…これが、かみ

合わず、その結果…苦渋の G 大英断により、大きく舵

が切られ、今後の G 予定者へ託され方向性が明確に

された…と思います。この件に関して銚子クラブの皆

様には、いろいろご心配をおかけしました。お詫びを

申し上げます。 

我々第８G の恒例行事であります R情報研修会、又 I

・Mについては新コロナ感染防止の点から残念ではあ

りましたが、中止と決定させていただきました。しかし

ながら、ゴルフコンペについては 4 月 22 日の第 8G・

G コンペ、又 5 月 17 日の地区 G コンペ共々、何とか

実施をする事ができ、ご参加いただきました、会員の

皆様には御礼を申し上げます。ありがとうございました。 

日本の R も今年の 100周年が終わり、次年度からは、

次なる 100年への 1歩のスタートが始まる年度となりま

す。又、銚子クラブは、創立 65周年が始まり、新しく会

長は石毛さん、幹事は須永さんへと、田中、髙瀬コン

ビからバトンが渡され、次年度こそ必ずや通常の R 活

動が展開できます事を願って止みません。地区として

も先程触れましたように、改めて再編についての検討

がなされ、方向性も絞られてくる事かと思います。 

合せて次年度は、旭クラブ、神﨑薫さんが AG を務め

ますので、私同様の銚子クラブの皆様方からのご支援

ご協力を節にお願い申し上げると共に、銚子クラブは

初の女性会長の田中さん、そして髙瀬幹事には１年

間ご苦労様でした。 

終わりに 1年間鈴木 AG幹事、閔 AG幹事、共々ご協

力に感謝申し上げ、AG 退任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。 

入会式  五十嵐 亘会員 

事業所： 

朝日生命保険相互会社  

銚子営業所 営業所長 

所 属：親睦活動委員会 

ｶｳﾝｾﾗｰ：上総泰茂会員 

 

米山功労者表彰 

 

 

 

 

 
第 1回功労者 村田等会員 

 

委員会報告        米山奨学金交付     

 

 

【出席報告】  

会員総数３８名 出席計算３５名  

出  席３０名 欠  席 ５名  

出席率 ８５．７１％ 

欠席者： 淵岡君・木曽君・吉原君 

鈴木君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】 5/26館山 RC 信太君  

【ニコニコ】 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 27,000 計 ￥622,500 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 49,493 

米山 BOX ￥  3,000 計 ￥ 51,231 

希望の風 ￥ 26,000 計 ￥289,170 

次週（６月１６日）プログラム 
例会終了後（卓話なし） 

新旧クラブ協議会開催 

「今年度各委員会活動報告」 

お弁当：やまこ庵（幕の内） 

 

 

 

ロータリーの友 

６月号読みどころ紹介 

 


