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会長挨拶及び報告
君津ＲＣ　隈元雅博会長　

　本日、2790地区2017－2018
年度寺嶋ガバナーを始めとす
る役員、スタッフの皆様を野
村会長率いる上総ＲＣのメン
バーと共にお迎えすることが
でき、本当にうれしく思いま
す。
 寺嶋ガバナーは柏商工会議
所、野村会長は君津商工会議
所の会頭という重責を担う中で、ＲＣにおいても
このようにご活躍されています。
 そのほか、地区役員の皆様、上総ＲＣ、また私達
君津ＲＣの会員のメンバーにおかれましても、そ
れぞれ企業や他団体の役を担っている方が多数い
らっしゃいます。そのような中で、これだけ多く
の皆さんにご参加いただいたことに改めて御礼申
し上げます。
 大切な仲間である皆さまと共に、このＲＣの貴重

な時間を１分１秒も無駄にすることなく、地域貢
献と世界平和活動につながる話し合いや、懇親を
深め、ひいては、この機会に新たな友情が生まれ
ることを祈念しまして、開催地会長のご挨拶とさ
せていただきます。
 一人のロータリアンとして、地域貢献と世界平和
を目指すロータリーの仲間として、皆が平和に暮
らしていける世の中を実現するために、共にロー
タリー活動を行っていきましょう！

報　　告
１．９月25日に第４回定例理事会議が開催されま
したので報告致します。
１）会計報告　＊承認
　９月分の実績を集計後、資料を作成し１０月
に理事へ配布する
２）指名委員会開催について　＊承認
　①日　時：10月30日（月）11 時 30 分～（例会前）
　②委員長：鈴木直前会長
　③メンバー：パスト会長５名＋会長・副会長・幹事・
　　　　　会長エレクト

宮本・釼持・川名・黒岩・鈴木・隈元・
早見・荒井・永嶌　計９名

３）新入会員について　＊承認
　北見洋司（75歳）君津ビジネスサービス㈱　
＊11月６日（月）入会予定
　職業分類：事務用品販売
　推薦者：西山会員
４）新入会員の委員会所属について　＊承認
　本日入会する坂本直樹会員⇒親睦委員会
５）出前教室について　＊承認
　職業奉仕委員会より
　周西中より出前教室日程の希望あり（12月18
日or１月12日希望）
　12月18日（月）午前中に開催（時間等詳細に
ついては、中学校と調整中）
＊八重原中は１月、周西小は２月を予定して
います。

　日程が決まり次第報告致します。
６）枝豆収穫祭について　＊承認
　社会奉仕委員会より

10月14日、15日の両日とも雨の場合は、イベ
ントは中止。
翌週は、きみつ秋花火などイベントがあり、
豚汁などの用意が困難なため、枝豆は期間を
決め会員が収穫。残ったものは業者に依頼し
収穫する。
７）駅前花壇の花植えについて　＊承認
　プラン・見積もりについて異議なし
８）11月20日（月）の例会について＊承認
　夜間例会に変更。例会であるため会費をとる
のはどうか？という意見があるので、今年度
は1,000円会費を下げ7,000円とする。
９）スリランカブロジェクトについて　＊承認
　国際奉仕委員会より
①35万円の予算のうち20万円程度を浄水器へ
充当する（詳細は次回報告）
②スリランカでの寄贈式へは大住委員長・鈴
木直前会長が出席する

10）その他
①木更津東ＲＣ創立50周年記念式典
　平成30年５月19日（土）
②ガバナー公式訪問、ガバナー・幹事長・幹
事・ガバナー補佐へのお土産は上総のお酒
②上総ＲＣ会員へのお悔やみ電報について
　交流の深いクラブの現役会員のため、クラ
ブよりお悔やみ電報を会長名・会員一同に
て送りました。

２．寺嶋ガバナーより鈴木直前会長へ委嘱状をお
渡しします。

幹　事　報　告
君津ＲＣ　荒井潤一郎幹事　

１．君津特別支援学校にて10月７日に文化祭「君
特スマイルフェスタ」が開催されます。岡野幹
事が出席します。宜しくお願いします。
　　同じく君津特別支援学校にて10月16日に
「1000ケ所ミニ集会」が開催されます。こちら
は私（荒井幹事）が出席します。
２．親子体験枝豆収穫祭が開催されます。
　　　日　時：10月14日（土）
　　　場　所：君津市三船山畑他
　　14日が荒天の場合は、15日（日）実施。15日
も荒天の場合は収穫祭は中止とし、期間を決め
て会員で収穫します。なお、収穫しきれない場
合は業者に委託します。不明な点は、事務局ま
でお問合せ下さい。
３．東京神宮ＲＣ主催の明治神宮の清掃奉仕が行
われます。
　　　日　時：10月18日（水）

　　　場　所：明治神宮
　　　集　合：10時50分
　　詳細については、回覧致します。出欠につい
てご記入お願いします。

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報・第４分区週報につきまして
は、次回例会時に回覧します。
２．明治神宮清掃奉仕のご案内
３．きみつ秋花火2017　前日の協力及び当日の協
力・翌日清掃協力について
４．家族親睦ボウリング大会の出欠の案内
５．「駅前花壇花植え準備作業（花抜き）」及び
「駅前花壇花植え作業」の出欠の案内
６．第６回日台ロータリー親善会議の出欠の案内

〈配布物〉
１．ガバナー公式訪問次第

上総ＲＣ会長挨拶
上総ＲＣ　野村進一会長　

◎皆さんこんにちは。本日
は、君津．上総ガバナー公
式訪問合同例会日です。始
めに寺嶋ガバナーを始め地
区幹事長の神野様．地区幹
事の風澤様．第四分区ガバ
ナー補佐の内田様に於かれ
ましては大変お忙しい中に
も関わりませずご来訪いた
だき誠にありがとうございました。一同感謝申
し上げます。
◎挨拶の前に、去る９月20日にご逝去されまし
た、当クラブ会員でありました田中伸之介様の
お通夜．告別式には、沢山の会員からの弔問を
いただき故人に代わって感謝申し上げます。あ
りがとうございました。
◎９月24日（日）、平成29年度君津市総合防災訓
練が君津市松丘スポーツ広場で行われ、君津市
防火安全協会の来賓として参加してまいりまし
た。君津市長を始め、地元住民を中心に約1,000
名の参加があり、特に消防．警察．自衛隊連携
による災害救助訓練は素晴らしい活動でした。
◎参加して改めて必要性を感じたのは、災害直
後、ライフラインの復旧までは、何が無くても
飲料水の確保が一番大切であり、食料は少しの
間食べなくても生きられそうですが、水は無理
で普段から備蓄飲料水の必要性は急務でありま
す。ここ数年、地球の温暖化の影響で、嘗て経
験したことのない「何十年に一度」の割合で大

規模災害が起こっています。そんな中での地域
を挙げての非常時に備える日頃からの命を守る
ための訓練は大切だと思いました。私も災害に
備えて携帯のストラップに常時笛を着けていま
す。

◎本日のロータリーについては、毎週例会毎に
「４つのテスト」や奉仕の理想［理念］につい
て説明を行い、今日は５大奉仕についてお話す
る予定でしたが、合同例会の為と時間の都合
上、来週からに予定したいと思いますので、ど
うか楽しみにしていて下さい。

委　員　会　報　告
親　睦　委　員　会
10月の誕生祝・私の記念日

プ　ロ　グ　ラ　ム
国際ロータリー第2790地区寺嶋哲生ガバナー卓話
テーマ「地区運営に当たって」

国際ロータリー第2790地区　
寺嶋哲生ガバナー　

　本年度ガバナーを仰せつ
かっております寺嶋でござい
ます。本日は、上総ＲＣ、君
津ＲＣの合同例会に出席させ
ていただき、大変光栄に存じ
ます。この卓話では、ＲＩ会
長テーマや私の運営方針な
ど、只今私の思うところを
縷々お話し申し上げます。
　始めに、2017－18年度、ＲＩ会長テーマについ
て、話を申し上げます。イアン・ライズリー会長
が公表された会長テーマは、英文においては
「Rotary : Making a Difference」、日本語訳では
「ロータリー：変化をもたらす」でございまし
た。このテーマをどう解釈すべきであるか。ライ
ズリー会長の記された文章や講演から、会長はこ
のテーマを通じて次の三つの事柄について言及し
ていると思います。一つ目は、RIが推奨してきた
世界有数のボランティア団体を目指すとする方向
性を、会長自らも継承し、推進するという事。二
つ目は、その為に、私達ロータリアンには実践
的・具体的な奉仕プロジェクトを強く推奨すると
いう事。三つ目は、その奉仕プロジェクトは、決

して自己満足に終始することなく、受益者の人生
や境遇を変える結果を伴うものとすべき事。ライ
ズリー会長の真意はこのようなものであると、私
は理解致しました。
　さて、実践的な奉仕プロジェクトを推奨し、か
つ、柔軟性を導入したＲＩですが、しかし私は職
業倫理を中心とした奉仕の理念を決して忘れた訳
ではないと考えております。昨年名古屋で行われ
た情報研究会において、前ＲＩ会長であるジョ
ン・ジャーム氏は、「2016年の規定審議会におい
て、ロータリーの運営方法については大幅な柔軟
性が認められた。しかし、ロータリーの目的や中
核的価値観には全くの変更はなく、ロータリーの
本質は些かも変わっていない。」と述べられてお
ります。同様の発言は、先の国際協議会におい
て、ライズリー会長もされております。
　では、今後のＲＣは、どのような存在意義を持
つのか。私の地区運営の基本的な考え方をご説明
する前に、只今日本が置かれた時代背景から考え
てみたいと思います。まずは、日本のマクロ経済
の動向から、ロータリーを考えます。
　只今の日本政府の累積債務が、1000兆円を超
え、GDPの２倍を超える水準にまで拡大している
事。これは、皆様ご承知の通りです。2015年の春
でありましたが、当時自民党の政調会長であった
稲田氏は、2020年までにプライマリーバランスが
均衡できない場合、日本政府は実質的な財政破綻
状態に陥る可能性があると発言されております。
では、只今の日本のプライマリーバランスは、ど
のような状況にあるのか。財務省の試算によれ
ば、仮に消費税率を10％に引き上げ、名目で
３％、実質で２％の経済成長を達成したとして
も、なお８兆円が不足するとの事であります。そ
して現実は、消費税率を８％に上げただけにも関
わらず、現在の経済成長率は３％成長には程遠
い。稲田氏の見解が正しいとすれば日本は実質的
な財政破綻状態に陥る事になってしまいます。私
は、ここ最近、日本の財政に対する危機が、殆ど
語られなくなったという印象がありますが、その
事が逆に事態の深刻さを物語っているように思え
てなりません。
　とすれば、今後の日本で起きるであろう経済的
な逆境にあって、否応なく輝きを増すのは、ポー
ル・ハリスの標榜したロータリーでありましょ
う。ポール・ハリスに、あなたは何故ロータリー
を作ったのですか、と問うたところ、「寂しかっ
たから」と答えたという有名なエピソードがあり
ます。恐らくポール・ハリスが欲したものは、信
頼できるコミュニティーではなかったか。殺伐と
した時代に在って、安らぎを感じられる人間関

係。そんな、安心できるコミュニティーを欲して
いたのだと思います。ロータリー創世記にあった
得難い存在感、それが再び重要性を増す、私はそ
んな風に感じております。逆境にあってこそ存在
意義を増す、ＲＣとはそんな存在であると私は考
えております。
　次に、今後の人口動態から、戦略計画の重要性
について考えてみたいと思います。既に、只今の
日本の総人口が減少に転じている事は、皆様ご承
知の通りです。問題は、総人口の減少のみなら
ず、それを上回る速度で進む生産年齢人口の減少
と、高齢化の問題でございます。只今の世代別の
人口分布を見れば、70歳を目前に控えた団塊世代
が、ひときわ大きく突出をし、その次のピークは
只今40歳前後の世代、いわゆる団塊ジュニアで
す。団塊・団塊ジュニアに続く、第三のピークは
存在しておりません。すなわち、団塊ジュニアが
死ぬまで、この歪んだ人口分布が解消される事は
ない。つまり、解消までに40年近い歳月が必要で
ある事になります。
　生産年齢人口を非生産年齢人口で除した数字。
これが２を超えている状態を、人口ボーナスと呼
ぶそうです。嘗ての日本の高度経済成長期が、ま
さに人口ボーナス期でありました。「成長は全て
を覆い隠す」という格言がありますが、確かに高
度経済成長期は、殆どの投資が肯定された時代で
した。しかし、只今のような人口オーナス、ダウ
ンサイジングの時代には、問題を放置すれば傷口
は更に広がる。すなわち、時が解決してくれない
時代であると言えましょう。ロータリーも、例外
ではありません。不作為は、すなわち衰退を意味
します。RIが推奨するように、戦略計画が必要と
なる時代に入ったと言うべきでありましょう。
　理想的には、地区内の全クラブが、夫々に個性
あふれるクラブを目指し、独自の戦略計画を立案
して実行する。将来的には、こんな状況を目指す
べきでありましょう。とすれば、まず取り組むべ
きは、夫々のクラブが問題点を抽出し、課題を明
確にして、会員相互に共有する。それを端緒に戦
略計画の糸口として、将来的な戦略計画立案に向
けて一歩を踏み出す。本年度は、そんな一年とさ
れては如何でありましょうか。
　私は、只今現在、継続性を担保する合意形成の
手法が未整備である事。それが、2790地区の課題
であると考えております。地区においても、本年
は、戦略計画を立案する為のスキームを作る事。
それが大切であると、私は考えております。で
は、どう対応したら宜しいのか。次に、2017－18
年度の地区運営に当たり、留意すべき基本的な考
え方について、三つの視点から考察を試みます。

　第一の視点は、理念と実践です。かの決議23－
34が採択される前夜は、職業倫理を重視し、奉仕
活動においては、隠匿の美を是とする理念派。そ
して、金銭的奉仕や身体的奉仕といった、実践的
な奉仕活動を是とする実践派。この理念派と実践
派が、その対立を深めていたと聞き及びます。
ロータリークラブの設立が1905年でありますの
で、設立から僅か18年目の出来事です。加えて、
メルビン・ジョーンズによるライオンズクラブの
設立が1917年でありますので、ロータリーは創立
後の間もない時期から、この二つのスタンスに介
在するジレンマと対峙していたのだと言えましょ
う。
　只今のＲＩは、世界有数のボランティア団体を
目指し、DLPやCLPを推奨しております。しかし
その方向性に対しては、ロータリーの根幹を成す
べき職業倫理を軽んじているとの批判を間々耳に
致します。他方、実践派からは、理念にのみ拘泥
されるスタンスは、もはや世界の潮流に逆行し、
頑なな姿勢はロータリーの衰退に繋がるとの批判
もあるようです。
　では、これらの見解やスタンスの相違をどう咀
嚼し、どう解釈したら良いのか。結論から申し上
げるなら、私はこの事自体が、ロータリーの健全
さを端的に示す証であると考えます。どちらのス
タンスも、共にロータリーに対して真摯に向き合
う姿勢の結果であり、健全な自己批判の現れであ
る。更に私見を加えるなら、この二者は決して択
一でなく、共存が可能である。理念を掲げ、同時
に実践を示す事は、ロータリーを有意義ならしめ
る事こそあれ、名誉を損なうものではない。理念
は実践を否定せず、実践は理念を否定しない。私
は、そのように考えます。
　第二の視点は、事業と運営です。平成20年から
施行された公益法人の認可基準によれば、財団や
社団が公益性を認定される基準として、「公益目
的事業比率」という概念が提示されました。公益
法人の支出する公益事業費は、運営費を加えた経
常的支出に対し、50％を超えていなければならな
いというルールです。そもそも公益事業とは、
「不特定かつ多数の福祉の向上に資するもの」と
定義されます。ですから、例えばロータリーの行
う親睦事業。この受益者は会員自身という事です
ので、不特定多数ではありません。従って、これ
は共益的な事業であって、公益事業としては認め
られない事になります。ロータリーの行う社会奉
仕や国際奉仕・青少年奉仕といった奉仕プロジェ
クト、加えてロータリー財団や米山奨学会に掛か
る事業費が、公益事業費として認められる事にな
ります。

　勿論、ＲＣは法人化されていない任意団体であ
りますし、公益性の認定を目指している訳ではあ
りません。そもそも、会員間の親睦といった共益
的事業も、極めて重要な事業の柱の一つでありま
すから、公益目的事業比率を50％以上にすべき蓋
然性はありません。しかし、ＲＩが世界有数のボ
ランティア団体を目指しているのであれば、私達
の支出する会費の使われ方が、幾許かでも公益的
に使われる比率を高める。そんな意識は、大切で
あると考えます。
　第三の視点は、継続と革新です。決議23－34の
第４項「奉仕する者は行動しなければならない」
から始まる条文には、「いずれのＲＣも、毎年
度、何か一つの主だった社会奉仕活動を、それも
毎年度異なっていて、できればその会計年度内に
完了できるようなものを後援する事が望ましい」
と記されており、単年度主義が明確です。また第5
項には、「いかなるクラブも、ロータリーの目的
を無視したり、ＲＣ結成の本来の目的を危うくす
るような社会奉仕活動を行ってはならない」と記
されており、この文章を始めとする決議23－34に
散りばめられた精神は、ロータリーを志す人間の
姿勢を明確にし、職業人として取り組むべきは自
らのスキルを活かした職業倫理の実践であるべき
であるとし、金銭的身体的な奉仕活動はアマチュ
アリズムの限界を正しく認識して取り組むべきで
あるとの内容を謳っている様に思います。私は、
この事には、この上なく良質なロータリーの節度
を感じます。私は、職業こそが最大の社会貢献で
あると考えておりますゆえ、この精神には、深く
感銘し共感を覚えます。恐らくは、日本のロータ
リアンが薫陶を受け、今なお敬愛するロータリー
とは、このような存在であったのだと思われま
す。
　しかしながら、近年のＲＩの目指す方向性は、
陰徳の美から陽徳の団体への変質を求めており、
更には戦略計画委員会の設置が推奨されるなど、
事業の継続性が推奨され始めております。実際、
ポリオプラスに代表されるロータリー財団の行う
各種事業は、単年度では全く意味をなさない壮大
な事業である。まさに、継続は力なりを体現す
る、プロフェッショナリズムに満ちた奉仕活動で
あります。先に開催された国際協議会において
も、ＲＩ会長は繰り返し「持続可能性と継続」に
ついて口述されておりました。私は、「持続可能
性」とは自律的に継続可能となる事業の質につい
ての概念である。一方「継続」とは、事業の効果
を高めるためのリーダーシップの継続を意味して
いるものと理解致します。いずれにせよ、RIは従
来の単年度主義を超え、より責任を伴う奉仕プロ

ジェクトを要求しているものと感じますが、如何
でありましょうか。
　最後に、地区の戦略計画委員会について、お話
を申し上げます。先に、人口動態と戦略計画につ
いてお話申し上げましたが、人口減少期において
は、不作為は事業の衰退を意味致します。しか
し、永年、単年度主義を旨として来たロータリー
ですから、複数年度に渡る事業継続の意思決定方
法が、未整備であると考えます。それは、2790地
区においても例外ではなく、故に、戦略計画委員
会を恒常的に機能させ、地区の戦略計画に反映さ
せる事。それが、私の最も重要なミッションであ
ると考えております。
　私の考える地区戦略計画委員会は、ガバナー・
ガバナーエレクト・ガバナーノミニー・ガバナー
ノミニーデジグネイト・直前ガバナー・前前年ガ
バナーより構成される委員会とし、必要に応じ
て、実務レベルの検討を行う委員を任命致しま
す。地区において、単年度では意味をなさない事
業計画や、一年間で合議に達する事が難しい改変
等を審議立案する事を目途と致します。当面の課
題として、櫻木年度において提起された、分区の
再編・地区事務所の設置、および、地区の法人化
を検討したいと考えます。どれもが、賛否両論あ
る重要な命題です。短兵急に結論を導くのは、適
切ではありません。であるが故に、情報を集めて
課題を整理し、得失を明らかにして合意を形成
し、最終的な是非を判断する。そんな機能を有す
る戦略計画委員会が、必要であると考える次第で
す。
　以上、初めにRI会長テーマ、次いでマクロ経済
から考えるロータリーの存在意義と、人口動態か
ら見た戦略計画の必要性をお話し、合わせて私の
運営方針について基本的な考え方をご説明申し上
げました。本年度、上総ＲＣ、君津ＲＣの活動が
実り多いものとなります事を心より祈念し、私の
卓話とさせて頂きます。ご清聴に感謝申し上げま
す。

上総ＲＣ・君津ＲＣ　合同クラブ協議会　プログラム
会　場：ホテル千成
司　会：上総ＲＣ　田中喜博幹事
13時40分
１．開会のことば
　　　君津ＲＣ　永蔦嘉嗣会長エレクト　
２．来賓紹介
　　　上総ＲＣ　野村進一会長　
３．出席者紹介
　　　上総ＲＣ　田中喜博幹事　
　　　君津ＲＣ　荒井潤一郎幹事　

４．ガバナー補佐挨拶
　　　内田　稔ガバナー補佐　
第１部
　①会長によるクラブ運営方針
　　　上総ＲＣ　野村進一会長
　　　君津ＲＣ　隈元雅博会長
　②親睦活動担当者による活動案
　　　上総ＲＣ　フェローシップ親睦担当　沖津光久委員
　　　君津ＲＣ　親睦委員会　佐々木博昭委員長
　③研修担当者による研修計画
　　　上総ＲＣ　管理運営委員会　白熊　大委員長
　　　君津ＲＣ　小幡　倖研修リーダー
　④会員増強担当者による増強計画
　　　上総ＲＣ　会員増強・退会防止委員会　山田弘一委員長
　　　君津ＲＣ　会員増強委員会　永嶌嘉嗣委員長
　⑤奉仕プロジェクト担当者による実施計画
　　　上総ＲＣ　社会奉仕委員会　松井敏郎委員長
　　　君津ＲＣ　奉仕プロジェクト委員会　永嶌嘉嗣委員長
　⑥ロータリー財団担当者による活動計画
　　　上総ＲＣ　ロータリー財団委員会　三浦　章委員長
　　　君津ＲＣ　ロータリー財団委員会　内藤智介委員長
　⑦米山奨学会担当者による活動計画
　　　上総ＲＣ　米山記念奨学会委員会　田丸方敏委員長
　　　君津ＲＣ　米山記念奨学会委員会　時下俊一委員長
　⑧ガバナー講評
　　　寺嶋哲生ガバナー
第２部
　①直前会長によるクラブの課題と対策案
　　　君津ＲＣ　鈴木荘一直前会長
　　　上総ＲＣ　鳥井正俊直前幹事
　②塾ガバナー講評
　　　寺嶋哲生ガバナー
第３部
　クラブからの質疑とガバナーによる応答
15時10分
４．閉会の言葉
　　　上総ＲＣ　梅原正一会長エレクト

上総ＲＣ・君津ＲＣ　合同懇親会　プログラム
会　場：ホテル千成　３Ｆ
司　会：君津ＲＣ　荒井潤一郎幹事
15時20分
１．開会のことば
　　　上総ＲＣ　野村進一会長
２．来賓挨拶
　　　国際ロータリー第2790地区　寺嶋哲生ガバナー
３．乾　杯
　　　君津ＲＣ　秋元秀夫パストガバナー
16時20分
４．中締め
　　　君津ＲＣ　隈元雅博会長

ニコニコＢＯＸ
国際ロータリー2790地区ガバナー
寺嶋様を始めとする、地区役員の
皆様、野村会長を始めとする上総
ＲＣの役員、メンバーの皆様、本
日はありがとうございました。こ
れからも、皆様と共に地域貢献と
世界平和活動を推進してまいりま
す。今後ともご指導ご鞭撻の程、
よろしくお願いいたします！
～Think Glocal～（シンク グロー
カル）「地域貢献と世界平和活動
の両立」を共に目指して行動しま
しょう！
ガバナー、ガバナー補佐、会長、
幹事ありがとうございました。お
話しを頂いた内容を参考に楽しく
居心地の良いクラブになる様にこ
れからもロータリー活動頑張りま
す。
寺嶋ガバナー、ご苦労様。日頃は
当クラブへの格別なご配慮ありが
たく感謝いたして居ります。
本日は寺嶋哲夫ガバナー様、神野
美明地区幹事長様、風澤俊夫地区
幹事様、内田稔ガバナー補佐様、
ご来訪あちがとうございます。ま
た、クラブ運営について、貴重な
ご助言を頂きありがとうございま
す。
上総ＲＣとの合同例会、寺嶋ガバ
ナーを迎えての合同クラブ協議
会、本日はありがとうございまし
た。
皆様、こんにちは！！上総ＲＣの皆
様、本日はお越し頂きありがとう
ございます。
今朝、起きたらひざが痛くてたま
りません。金曜日にゴルフがある
ので、玄々堂で治してもらいま
す。
寺嶋ガバナー、神野地区幹事長、
内田ガバナー補佐、ご来訪ありが
とうございます。ご指導よろしく
お願いします。
寺嶋ガバナー、神野幹事長、内田
ガバナー補佐、ご来訪ありがとう
ございます。上総ＲＣの皆さんも
ようこそ君津ＲＣへ。本日はご指
導よろしくお願いいたします。

本日のガバナー公式訪問にあた
り、合同例会に君津の地においで
くださりありがとうございます。
寺嶋ガバナー、卓話ありがとうご
ざいました。君津ＲＣは女性会員
が４名です。会員増強、女性会員
２名増員目標に向け、お声掛けし
ています。そしてそして、私！お
ばあちゃんになりました。初孫が
生まれました。孫は可愛いです
ね。天使です。
寺嶋ガバナー、神野地区幹事長、
内田ガバナー補佐、本日はありが
とうございました。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、ありがとうございました。
誕生祝い、ありがとうございまし
た。
週末、家族サービスで軽井沢へ
行ってきました。人があまりいな
いレイクガーデンで朝日を浴びな
がら散歩するのもいいものです。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、お忙しい中、ご来訪いただき
ありがとうございます。本日の卓
話楽しみにしております。
寺嶋ガバナー、本日はガバナー公
式訪問ありがとうございます。本
日一日宜しくお願いします。
寺嶋ガバナー、関係の皆様、上総
ロータリー野村会長、関係の皆
様、御来訪ありがとうございま
す。先週から、会社からのIpadを使
いはじめました。今までは、会社
のノートパソコン、個人Iphoneのみ
でしたが、Ipadを加えて、場面場面
に応じた最適な活用方法を見つけ
出すのにしばらく試行錯誤が必要
になりそうです。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、神野地区幹事長、風澤幹事の
ご来訪を心より歓迎します。
寺嶋様、神野様、内田様、上総Ｒ
Ｃの皆様、本日はお越し頂きあり
がとうございます。10月に入りま
した。今週末にはマジックの組合
せが決まる予定。熱いご声援を宜
しくお願いします。
前回、入会式にて入会の御承認を
いただきありがとうございまし

た。今回より活動にも正式に参加
させていただきますので、よろし
くお願い致します。
寺嶋ガバナー、神野地区幹事長、
風澤地区幹事、上総ＲＣの皆様、
本日は来訪ありがとうございま
す。あっという間に３ケ月が過ぎ
てしまいましたが、これからも共
にロータリー活動を頑張りましょ
う。
本日は寺嶋ガバナーを始め、沢山
のご来賓の方にお越し頂き有難う
御座います。この後の合同クラブ
協議会、懇親会もよろしくお願い
致します。
ご来訪の皆様、ようこそ君津ＲＣ
へ。本日はよろしくお願いしま
す。
最近始めたウォーキング継続中で
す。「脱いだらスゴイんです」を
目指して頑張ります。
上総ＲＣの皆様ようこそ君津へ！
合同クラブ協議会が盛況に進みま
すように皆様がんばりましょう。
１ケ月とちょっと振りの参加と
なってしまい、申し訳ありませ
ん。（その間に誕生祝いを頂きま
してありがとうございます）仕事
と私事とでバタバタしており、本
日も例会までの参加となってしま
います。（落ち着きましたら、
しっかり出席します）よろしくお
願いします。
皆様、ようこそ君津ロータリーへ
これからもロータリー活動がんば
ります。ありがとうございまし
た。
業務の都合でクラブ協議会及び懇
親会を欠席し申し訳ございませ
ん。
昨日、九州に戻りはじめて鍼灸と
整体をしました。疲労がとれて体
調が良くなった様に感じます。皆
さんもどうでしょうか。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補佐
お出でいただきありがとうござい
ます。また、上総ＲＣの皆様よう
こそ。初めてのガバナー公式訪問
と言う事で大変勉強となりまし
た。今後ともよろしくお願いしま

す。先日は、私の記念日ですばら
しいお花をいただきありがとうご
ざいます。妻も大変喜んで毎日気
にしています。
寺嶋ガバナー様、上総ＲＣ野村会
長様他の皆様、本日のご来訪あり
がとうございます。貴重な卓話を
いただき、上総ＲＣの皆様との連
帯を深められた事うれしく感じま
す。これからも和をもって君津・
上総の地を盛り上げていきましょ
う。
上総・君津の合同ガバナー公式訪
問の盛会を願います。寺嶋ガバ
ナー訪問、ご苦労さんです。今日
はよろしくお願い致します。
追伸：（私の記念日）結婚記念日
のお祝、有難うございます。
第2790地区寺嶋ガバナー、神野地
区幹事長、第４分区内田ガバナー
補佐、上総ＲＣ・君津ＲＣ合同ガ
バナー公式訪問、ご苦労様です。
本日はよろしくお願いします。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、神野幹事長、風澤幹事、本日
はありがとうございました。又、
上総ＲＣの皆様お世話になりまし
た。今後共宜しくお願い申し上げ
ます。

君津市総合防災訓練の様子
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10月の誕生祝

阿部　正雄
荒井潤一郎
中村　圭一
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10月の私の記念日



隈元　雅博

荒井潤一郎

秋元　秀夫

永嶌　嘉嗣

岡野　　祐

村上　　進

廣田　二郎

阿部　昭広

武田富士子

大森　俊介

吉野　和弘

遠田　祐治

近藤　洋子

鈴木　荘一

倉繁　　裕

時下　俊一

西山　　肇

坂本　直樹

内山貴美子

佐々木昭博

内藤　智介

松井泰次郎

猪瀬　　浩

福田　順也

谷口　弘志

谷　　浩司

中村　圭一

阿部　正雄

黒岩　靖之

吉田　雅彦

例会日　毎週月曜日
　　　　12:30PM～13:30PM
例会場　ホテル千成
　　　　Tel:0439-52-8511
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奉仕の理想
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神野　美明
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上総ＲＣ・君津ＲＣ　合同例会
Vol. 11回　　Ｎｏ.2021　　2017.10.2

会長挨拶及び報告
君津ＲＣ　隈元雅博会長　

　本日、2790地区2017－2018
年度寺嶋ガバナーを始めとす
る役員、スタッフの皆様を野
村会長率いる上総ＲＣのメン
バーと共にお迎えすることが
でき、本当にうれしく思いま
す。
 寺嶋ガバナーは柏商工会議
所、野村会長は君津商工会議
所の会頭という重責を担う中で、ＲＣにおいても
このようにご活躍されています。
 そのほか、地区役員の皆様、上総ＲＣ、また私達
君津ＲＣの会員のメンバーにおかれましても、そ
れぞれ企業や他団体の役を担っている方が多数い
らっしゃいます。そのような中で、これだけ多く
の皆さんにご参加いただいたことに改めて御礼申
し上げます。
 大切な仲間である皆さまと共に、このＲＣの貴重

な時間を１分１秒も無駄にすることなく、地域貢
献と世界平和活動につながる話し合いや、懇親を
深め、ひいては、この機会に新たな友情が生まれ
ることを祈念しまして、開催地会長のご挨拶とさ
せていただきます。
 一人のロータリアンとして、地域貢献と世界平和
を目指すロータリーの仲間として、皆が平和に暮
らしていける世の中を実現するために、共にロー
タリー活動を行っていきましょう！

報　　告
１．９月25日に第４回定例理事会議が開催されま
したので報告致します。
１）会計報告　＊承認
　９月分の実績を集計後、資料を作成し１０月
に理事へ配布する
２）指名委員会開催について　＊承認
　①日　時：10月30日（月）11 時 30 分～（例会前）
　②委員長：鈴木直前会長
　③メンバー：パスト会長５名＋会長・副会長・幹事・
　　　　　会長エレクト

宮本・釼持・川名・黒岩・鈴木・隈元・
早見・荒井・永嶌　計９名

３）新入会員について　＊承認
　北見洋司（75歳）君津ビジネスサービス㈱　
＊11月６日（月）入会予定
　職業分類：事務用品販売
　推薦者：西山会員
４）新入会員の委員会所属について　＊承認
　本日入会する坂本直樹会員⇒親睦委員会
５）出前教室について　＊承認
　職業奉仕委員会より
　周西中より出前教室日程の希望あり（12月18
日or１月12日希望）
　12月18日（月）午前中に開催（時間等詳細に
ついては、中学校と調整中）
＊八重原中は１月、周西小は２月を予定して
います。

　日程が決まり次第報告致します。
６）枝豆収穫祭について　＊承認
　社会奉仕委員会より

10月14日、15日の両日とも雨の場合は、イベ
ントは中止。
翌週は、きみつ秋花火などイベントがあり、
豚汁などの用意が困難なため、枝豆は期間を
決め会員が収穫。残ったものは業者に依頼し
収穫する。
７）駅前花壇の花植えについて　＊承認
　プラン・見積もりについて異議なし
８）11月20日（月）の例会について＊承認
　夜間例会に変更。例会であるため会費をとる
のはどうか？という意見があるので、今年度
は1,000円会費を下げ7,000円とする。
９）スリランカブロジェクトについて　＊承認
　国際奉仕委員会より
①35万円の予算のうち20万円程度を浄水器へ
充当する（詳細は次回報告）
②スリランカでの寄贈式へは大住委員長・鈴
木直前会長が出席する

10）その他
①木更津東ＲＣ創立50周年記念式典
　平成30年５月19日（土）
②ガバナー公式訪問、ガバナー・幹事長・幹
事・ガバナー補佐へのお土産は上総のお酒
②上総ＲＣ会員へのお悔やみ電報について
　交流の深いクラブの現役会員のため、クラ
ブよりお悔やみ電報を会長名・会員一同に
て送りました。

２．寺嶋ガバナーより鈴木直前会長へ委嘱状をお
渡しします。

幹　事　報　告
君津ＲＣ　荒井潤一郎幹事　

１．君津特別支援学校にて10月７日に文化祭「君
特スマイルフェスタ」が開催されます。岡野幹
事が出席します。宜しくお願いします。
　　同じく君津特別支援学校にて10月16日に
「1000ケ所ミニ集会」が開催されます。こちら
は私（荒井幹事）が出席します。
２．親子体験枝豆収穫祭が開催されます。
　　　日　時：10月14日（土）
　　　場　所：君津市三船山畑他
　　14日が荒天の場合は、15日（日）実施。15日
も荒天の場合は収穫祭は中止とし、期間を決め
て会員で収穫します。なお、収穫しきれない場
合は業者に委託します。不明な点は、事務局ま
でお問合せ下さい。
３．東京神宮ＲＣ主催の明治神宮の清掃奉仕が行
われます。
　　　日　時：10月18日（水）

　　　場　所：明治神宮
　　　集　合：10時50分
　　詳細については、回覧致します。出欠につい
てご記入お願いします。

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報・第４分区週報につきまして
は、次回例会時に回覧します。
２．明治神宮清掃奉仕のご案内
３．きみつ秋花火2017　前日の協力及び当日の協
力・翌日清掃協力について
４．家族親睦ボウリング大会の出欠の案内
５．「駅前花壇花植え準備作業（花抜き）」及び
「駅前花壇花植え作業」の出欠の案内
６．第６回日台ロータリー親善会議の出欠の案内

〈配布物〉
１．ガバナー公式訪問次第

上総ＲＣ会長挨拶
上総ＲＣ　野村進一会長　

◎皆さんこんにちは。本日
は、君津．上総ガバナー公
式訪問合同例会日です。始
めに寺嶋ガバナーを始め地
区幹事長の神野様．地区幹
事の風澤様．第四分区ガバ
ナー補佐の内田様に於かれ
ましては大変お忙しい中に
も関わりませずご来訪いた
だき誠にありがとうございました。一同感謝申
し上げます。
◎挨拶の前に、去る９月20日にご逝去されまし
た、当クラブ会員でありました田中伸之介様の
お通夜．告別式には、沢山の会員からの弔問を
いただき故人に代わって感謝申し上げます。あ
りがとうございました。
◎９月24日（日）、平成29年度君津市総合防災訓
練が君津市松丘スポーツ広場で行われ、君津市
防火安全協会の来賓として参加してまいりまし
た。君津市長を始め、地元住民を中心に約1,000
名の参加があり、特に消防．警察．自衛隊連携
による災害救助訓練は素晴らしい活動でした。
◎参加して改めて必要性を感じたのは、災害直
後、ライフラインの復旧までは、何が無くても
飲料水の確保が一番大切であり、食料は少しの
間食べなくても生きられそうですが、水は無理
で普段から備蓄飲料水の必要性は急務でありま
す。ここ数年、地球の温暖化の影響で、嘗て経
験したことのない「何十年に一度」の割合で大

規模災害が起こっています。そんな中での地域
を挙げての非常時に備える日頃からの命を守る
ための訓練は大切だと思いました。私も災害に
備えて携帯のストラップに常時笛を着けていま
す。

◎本日のロータリーについては、毎週例会毎に
「４つのテスト」や奉仕の理想［理念］につい
て説明を行い、今日は５大奉仕についてお話す
る予定でしたが、合同例会の為と時間の都合
上、来週からに予定したいと思いますので、ど
うか楽しみにしていて下さい。

委　員　会　報　告
親　睦　委　員　会
10月の誕生祝・私の記念日

プ　ロ　グ　ラ　ム
国際ロータリー第2790地区寺嶋哲生ガバナー卓話
テーマ「地区運営に当たって」

国際ロータリー第2790地区　
寺嶋哲生ガバナー　

　本年度ガバナーを仰せつ
かっております寺嶋でござい
ます。本日は、上総ＲＣ、君
津ＲＣの合同例会に出席させ
ていただき、大変光栄に存じ
ます。この卓話では、ＲＩ会
長テーマや私の運営方針な
ど、只今私の思うところを
縷々お話し申し上げます。
　始めに、2017－18年度、ＲＩ会長テーマについ
て、話を申し上げます。イアン・ライズリー会長
が公表された会長テーマは、英文においては
「Rotary : Making a Difference」、日本語訳では
「ロータリー：変化をもたらす」でございまし
た。このテーマをどう解釈すべきであるか。ライ
ズリー会長の記された文章や講演から、会長はこ
のテーマを通じて次の三つの事柄について言及し
ていると思います。一つ目は、RIが推奨してきた
世界有数のボランティア団体を目指すとする方向
性を、会長自らも継承し、推進するという事。二
つ目は、その為に、私達ロータリアンには実践
的・具体的な奉仕プロジェクトを強く推奨すると
いう事。三つ目は、その奉仕プロジェクトは、決

して自己満足に終始することなく、受益者の人生
や境遇を変える結果を伴うものとすべき事。ライ
ズリー会長の真意はこのようなものであると、私
は理解致しました。
　さて、実践的な奉仕プロジェクトを推奨し、か
つ、柔軟性を導入したＲＩですが、しかし私は職
業倫理を中心とした奉仕の理念を決して忘れた訳
ではないと考えております。昨年名古屋で行われ
た情報研究会において、前ＲＩ会長であるジョ
ン・ジャーム氏は、「2016年の規定審議会におい
て、ロータリーの運営方法については大幅な柔軟
性が認められた。しかし、ロータリーの目的や中
核的価値観には全くの変更はなく、ロータリーの
本質は些かも変わっていない。」と述べられてお
ります。同様の発言は、先の国際協議会におい
て、ライズリー会長もされております。
　では、今後のＲＣは、どのような存在意義を持
つのか。私の地区運営の基本的な考え方をご説明
する前に、只今日本が置かれた時代背景から考え
てみたいと思います。まずは、日本のマクロ経済
の動向から、ロータリーを考えます。
　只今の日本政府の累積債務が、1000兆円を超
え、GDPの２倍を超える水準にまで拡大している
事。これは、皆様ご承知の通りです。2015年の春
でありましたが、当時自民党の政調会長であった
稲田氏は、2020年までにプライマリーバランスが
均衡できない場合、日本政府は実質的な財政破綻
状態に陥る可能性があると発言されております。
では、只今の日本のプライマリーバランスは、ど
のような状況にあるのか。財務省の試算によれ
ば、仮に消費税率を10％に引き上げ、名目で
３％、実質で２％の経済成長を達成したとして
も、なお８兆円が不足するとの事であります。そ
して現実は、消費税率を８％に上げただけにも関
わらず、現在の経済成長率は３％成長には程遠
い。稲田氏の見解が正しいとすれば日本は実質的
な財政破綻状態に陥る事になってしまいます。私
は、ここ最近、日本の財政に対する危機が、殆ど
語られなくなったという印象がありますが、その
事が逆に事態の深刻さを物語っているように思え
てなりません。
　とすれば、今後の日本で起きるであろう経済的
な逆境にあって、否応なく輝きを増すのは、ポー
ル・ハリスの標榜したロータリーでありましょ
う。ポール・ハリスに、あなたは何故ロータリー
を作ったのですか、と問うたところ、「寂しかっ
たから」と答えたという有名なエピソードがあり
ます。恐らくポール・ハリスが欲したものは、信
頼できるコミュニティーではなかったか。殺伐と
した時代に在って、安らぎを感じられる人間関

係。そんな、安心できるコミュニティーを欲して
いたのだと思います。ロータリー創世記にあった
得難い存在感、それが再び重要性を増す、私はそ
んな風に感じております。逆境にあってこそ存在
意義を増す、ＲＣとはそんな存在であると私は考
えております。
　次に、今後の人口動態から、戦略計画の重要性
について考えてみたいと思います。既に、只今の
日本の総人口が減少に転じている事は、皆様ご承
知の通りです。問題は、総人口の減少のみなら
ず、それを上回る速度で進む生産年齢人口の減少
と、高齢化の問題でございます。只今の世代別の
人口分布を見れば、70歳を目前に控えた団塊世代
が、ひときわ大きく突出をし、その次のピークは
只今40歳前後の世代、いわゆる団塊ジュニアで
す。団塊・団塊ジュニアに続く、第三のピークは
存在しておりません。すなわち、団塊ジュニアが
死ぬまで、この歪んだ人口分布が解消される事は
ない。つまり、解消までに40年近い歳月が必要で
ある事になります。
　生産年齢人口を非生産年齢人口で除した数字。
これが２を超えている状態を、人口ボーナスと呼
ぶそうです。嘗ての日本の高度経済成長期が、ま
さに人口ボーナス期でありました。「成長は全て
を覆い隠す」という格言がありますが、確かに高
度経済成長期は、殆どの投資が肯定された時代で
した。しかし、只今のような人口オーナス、ダウ
ンサイジングの時代には、問題を放置すれば傷口
は更に広がる。すなわち、時が解決してくれない
時代であると言えましょう。ロータリーも、例外
ではありません。不作為は、すなわち衰退を意味
します。RIが推奨するように、戦略計画が必要と
なる時代に入ったと言うべきでありましょう。
　理想的には、地区内の全クラブが、夫々に個性
あふれるクラブを目指し、独自の戦略計画を立案
して実行する。将来的には、こんな状況を目指す
べきでありましょう。とすれば、まず取り組むべ
きは、夫々のクラブが問題点を抽出し、課題を明
確にして、会員相互に共有する。それを端緒に戦
略計画の糸口として、将来的な戦略計画立案に向
けて一歩を踏み出す。本年度は、そんな一年とさ
れては如何でありましょうか。
　私は、只今現在、継続性を担保する合意形成の
手法が未整備である事。それが、2790地区の課題
であると考えております。地区においても、本年
は、戦略計画を立案する為のスキームを作る事。
それが大切であると、私は考えております。で
は、どう対応したら宜しいのか。次に、2017－18
年度の地区運営に当たり、留意すべき基本的な考
え方について、三つの視点から考察を試みます。

　第一の視点は、理念と実践です。かの決議23－
34が採択される前夜は、職業倫理を重視し、奉仕
活動においては、隠匿の美を是とする理念派。そ
して、金銭的奉仕や身体的奉仕といった、実践的
な奉仕活動を是とする実践派。この理念派と実践
派が、その対立を深めていたと聞き及びます。
ロータリークラブの設立が1905年でありますの
で、設立から僅か18年目の出来事です。加えて、
メルビン・ジョーンズによるライオンズクラブの
設立が1917年でありますので、ロータリーは創立
後の間もない時期から、この二つのスタンスに介
在するジレンマと対峙していたのだと言えましょ
う。
　只今のＲＩは、世界有数のボランティア団体を
目指し、DLPやCLPを推奨しております。しかし
その方向性に対しては、ロータリーの根幹を成す
べき職業倫理を軽んじているとの批判を間々耳に
致します。他方、実践派からは、理念にのみ拘泥
されるスタンスは、もはや世界の潮流に逆行し、
頑なな姿勢はロータリーの衰退に繋がるとの批判
もあるようです。
　では、これらの見解やスタンスの相違をどう咀
嚼し、どう解釈したら良いのか。結論から申し上
げるなら、私はこの事自体が、ロータリーの健全
さを端的に示す証であると考えます。どちらのス
タンスも、共にロータリーに対して真摯に向き合
う姿勢の結果であり、健全な自己批判の現れであ
る。更に私見を加えるなら、この二者は決して択
一でなく、共存が可能である。理念を掲げ、同時
に実践を示す事は、ロータリーを有意義ならしめ
る事こそあれ、名誉を損なうものではない。理念
は実践を否定せず、実践は理念を否定しない。私
は、そのように考えます。
　第二の視点は、事業と運営です。平成20年から
施行された公益法人の認可基準によれば、財団や
社団が公益性を認定される基準として、「公益目
的事業比率」という概念が提示されました。公益
法人の支出する公益事業費は、運営費を加えた経
常的支出に対し、50％を超えていなければならな
いというルールです。そもそも公益事業とは、
「不特定かつ多数の福祉の向上に資するもの」と
定義されます。ですから、例えばロータリーの行
う親睦事業。この受益者は会員自身という事です
ので、不特定多数ではありません。従って、これ
は共益的な事業であって、公益事業としては認め
られない事になります。ロータリーの行う社会奉
仕や国際奉仕・青少年奉仕といった奉仕プロジェ
クト、加えてロータリー財団や米山奨学会に掛か
る事業費が、公益事業費として認められる事にな
ります。

　勿論、ＲＣは法人化されていない任意団体であ
りますし、公益性の認定を目指している訳ではあ
りません。そもそも、会員間の親睦といった共益
的事業も、極めて重要な事業の柱の一つでありま
すから、公益目的事業比率を50％以上にすべき蓋
然性はありません。しかし、ＲＩが世界有数のボ
ランティア団体を目指しているのであれば、私達
の支出する会費の使われ方が、幾許かでも公益的
に使われる比率を高める。そんな意識は、大切で
あると考えます。
　第三の視点は、継続と革新です。決議23－34の
第４項「奉仕する者は行動しなければならない」
から始まる条文には、「いずれのＲＣも、毎年
度、何か一つの主だった社会奉仕活動を、それも
毎年度異なっていて、できればその会計年度内に
完了できるようなものを後援する事が望ましい」
と記されており、単年度主義が明確です。また第5
項には、「いかなるクラブも、ロータリーの目的
を無視したり、ＲＣ結成の本来の目的を危うくす
るような社会奉仕活動を行ってはならない」と記
されており、この文章を始めとする決議23－34に
散りばめられた精神は、ロータリーを志す人間の
姿勢を明確にし、職業人として取り組むべきは自
らのスキルを活かした職業倫理の実践であるべき
であるとし、金銭的身体的な奉仕活動はアマチュ
アリズムの限界を正しく認識して取り組むべきで
あるとの内容を謳っている様に思います。私は、
この事には、この上なく良質なロータリーの節度
を感じます。私は、職業こそが最大の社会貢献で
あると考えておりますゆえ、この精神には、深く
感銘し共感を覚えます。恐らくは、日本のロータ
リアンが薫陶を受け、今なお敬愛するロータリー
とは、このような存在であったのだと思われま
す。
　しかしながら、近年のＲＩの目指す方向性は、
陰徳の美から陽徳の団体への変質を求めており、
更には戦略計画委員会の設置が推奨されるなど、
事業の継続性が推奨され始めております。実際、
ポリオプラスに代表されるロータリー財団の行う
各種事業は、単年度では全く意味をなさない壮大
な事業である。まさに、継続は力なりを体現す
る、プロフェッショナリズムに満ちた奉仕活動で
あります。先に開催された国際協議会において
も、ＲＩ会長は繰り返し「持続可能性と継続」に
ついて口述されておりました。私は、「持続可能
性」とは自律的に継続可能となる事業の質につい
ての概念である。一方「継続」とは、事業の効果
を高めるためのリーダーシップの継続を意味して
いるものと理解致します。いずれにせよ、RIは従
来の単年度主義を超え、より責任を伴う奉仕プロ

ジェクトを要求しているものと感じますが、如何
でありましょうか。
　最後に、地区の戦略計画委員会について、お話
を申し上げます。先に、人口動態と戦略計画につ
いてお話申し上げましたが、人口減少期において
は、不作為は事業の衰退を意味致します。しか
し、永年、単年度主義を旨として来たロータリー
ですから、複数年度に渡る事業継続の意思決定方
法が、未整備であると考えます。それは、2790地
区においても例外ではなく、故に、戦略計画委員
会を恒常的に機能させ、地区の戦略計画に反映さ
せる事。それが、私の最も重要なミッションであ
ると考えております。
　私の考える地区戦略計画委員会は、ガバナー・
ガバナーエレクト・ガバナーノミニー・ガバナー
ノミニーデジグネイト・直前ガバナー・前前年ガ
バナーより構成される委員会とし、必要に応じ
て、実務レベルの検討を行う委員を任命致しま
す。地区において、単年度では意味をなさない事
業計画や、一年間で合議に達する事が難しい改変
等を審議立案する事を目途と致します。当面の課
題として、櫻木年度において提起された、分区の
再編・地区事務所の設置、および、地区の法人化
を検討したいと考えます。どれもが、賛否両論あ
る重要な命題です。短兵急に結論を導くのは、適
切ではありません。であるが故に、情報を集めて
課題を整理し、得失を明らかにして合意を形成
し、最終的な是非を判断する。そんな機能を有す
る戦略計画委員会が、必要であると考える次第で
す。
　以上、初めにRI会長テーマ、次いでマクロ経済
から考えるロータリーの存在意義と、人口動態か
ら見た戦略計画の必要性をお話し、合わせて私の
運営方針について基本的な考え方をご説明申し上
げました。本年度、上総ＲＣ、君津ＲＣの活動が
実り多いものとなります事を心より祈念し、私の
卓話とさせて頂きます。ご清聴に感謝申し上げま
す。

上総ＲＣ・君津ＲＣ　合同クラブ協議会　プログラム
会　場：ホテル千成
司　会：上総ＲＣ　田中喜博幹事
13時40分
１．開会のことば
　　　君津ＲＣ　永蔦嘉嗣会長エレクト　
２．来賓紹介
　　　上総ＲＣ　野村進一会長　
３．出席者紹介
　　　上総ＲＣ　田中喜博幹事　
　　　君津ＲＣ　荒井潤一郎幹事　

４．ガバナー補佐挨拶
　　　内田　稔ガバナー補佐　
第１部
　①会長によるクラブ運営方針
　　　上総ＲＣ　野村進一会長
　　　君津ＲＣ　隈元雅博会長
　②親睦活動担当者による活動案
　　　上総ＲＣ　フェローシップ親睦担当　沖津光久委員
　　　君津ＲＣ　親睦委員会　佐々木博昭委員長
　③研修担当者による研修計画
　　　上総ＲＣ　管理運営委員会　白熊　大委員長
　　　君津ＲＣ　小幡　倖研修リーダー
　④会員増強担当者による増強計画
　　　上総ＲＣ　会員増強・退会防止委員会　山田弘一委員長
　　　君津ＲＣ　会員増強委員会　永嶌嘉嗣委員長
　⑤奉仕プロジェクト担当者による実施計画
　　　上総ＲＣ　社会奉仕委員会　松井敏郎委員長
　　　君津ＲＣ　奉仕プロジェクト委員会　永嶌嘉嗣委員長
　⑥ロータリー財団担当者による活動計画
　　　上総ＲＣ　ロータリー財団委員会　三浦　章委員長
　　　君津ＲＣ　ロータリー財団委員会　内藤智介委員長
　⑦米山奨学会担当者による活動計画
　　　上総ＲＣ　米山記念奨学会委員会　田丸方敏委員長
　　　君津ＲＣ　米山記念奨学会委員会　時下俊一委員長
　⑧ガバナー講評
　　　寺嶋哲生ガバナー
第２部
　①直前会長によるクラブの課題と対策案
　　　君津ＲＣ　鈴木荘一直前会長
　　　上総ＲＣ　鳥井正俊直前幹事
　②塾ガバナー講評
　　　寺嶋哲生ガバナー
第３部
　クラブからの質疑とガバナーによる応答
15時10分
４．閉会の言葉
　　　上総ＲＣ　梅原正一会長エレクト

上総ＲＣ・君津ＲＣ　合同懇親会　プログラム
会　場：ホテル千成　３Ｆ
司　会：君津ＲＣ　荒井潤一郎幹事
15時20分
１．開会のことば
　　　上総ＲＣ　野村進一会長
２．来賓挨拶
　　　国際ロータリー第2790地区　寺嶋哲生ガバナー
３．乾　杯
　　　君津ＲＣ　秋元秀夫パストガバナー
16時20分
４．中締め
　　　君津ＲＣ　隈元雅博会長

ニコニコＢＯＸ
国際ロータリー2790地区ガバナー
寺嶋様を始めとする、地区役員の
皆様、野村会長を始めとする上総
ＲＣの役員、メンバーの皆様、本
日はありがとうございました。こ
れからも、皆様と共に地域貢献と
世界平和活動を推進してまいりま
す。今後ともご指導ご鞭撻の程、
よろしくお願いいたします！
～Think Glocal～（シンク グロー
カル）「地域貢献と世界平和活動
の両立」を共に目指して行動しま
しょう！
ガバナー、ガバナー補佐、会長、
幹事ありがとうございました。お
話しを頂いた内容を参考に楽しく
居心地の良いクラブになる様にこ
れからもロータリー活動頑張りま
す。
寺嶋ガバナー、ご苦労様。日頃は
当クラブへの格別なご配慮ありが
たく感謝いたして居ります。
本日は寺嶋哲夫ガバナー様、神野
美明地区幹事長様、風澤俊夫地区
幹事様、内田稔ガバナー補佐様、
ご来訪あちがとうございます。ま
た、クラブ運営について、貴重な
ご助言を頂きありがとうございま
す。
上総ＲＣとの合同例会、寺嶋ガバ
ナーを迎えての合同クラブ協議
会、本日はありがとうございまし
た。
皆様、こんにちは！！上総ＲＣの皆
様、本日はお越し頂きありがとう
ございます。
今朝、起きたらひざが痛くてたま
りません。金曜日にゴルフがある
ので、玄々堂で治してもらいま
す。
寺嶋ガバナー、神野地区幹事長、
内田ガバナー補佐、ご来訪ありが
とうございます。ご指導よろしく
お願いします。
寺嶋ガバナー、神野幹事長、内田
ガバナー補佐、ご来訪ありがとう
ございます。上総ＲＣの皆さんも
ようこそ君津ＲＣへ。本日はご指
導よろしくお願いいたします。

本日のガバナー公式訪問にあた
り、合同例会に君津の地においで
くださりありがとうございます。
寺嶋ガバナー、卓話ありがとうご
ざいました。君津ＲＣは女性会員
が４名です。会員増強、女性会員
２名増員目標に向け、お声掛けし
ています。そしてそして、私！お
ばあちゃんになりました。初孫が
生まれました。孫は可愛いです
ね。天使です。
寺嶋ガバナー、神野地区幹事長、
内田ガバナー補佐、本日はありが
とうございました。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、ありがとうございました。
誕生祝い、ありがとうございまし
た。
週末、家族サービスで軽井沢へ
行ってきました。人があまりいな
いレイクガーデンで朝日を浴びな
がら散歩するのもいいものです。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、お忙しい中、ご来訪いただき
ありがとうございます。本日の卓
話楽しみにしております。
寺嶋ガバナー、本日はガバナー公
式訪問ありがとうございます。本
日一日宜しくお願いします。
寺嶋ガバナー、関係の皆様、上総
ロータリー野村会長、関係の皆
様、御来訪ありがとうございま
す。先週から、会社からのIpadを使
いはじめました。今までは、会社
のノートパソコン、個人Iphoneのみ
でしたが、Ipadを加えて、場面場面
に応じた最適な活用方法を見つけ
出すのにしばらく試行錯誤が必要
になりそうです。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、神野地区幹事長、風澤幹事の
ご来訪を心より歓迎します。
寺嶋様、神野様、内田様、上総Ｒ
Ｃの皆様、本日はお越し頂きあり
がとうございます。10月に入りま
した。今週末にはマジックの組合
せが決まる予定。熱いご声援を宜
しくお願いします。
前回、入会式にて入会の御承認を
いただきありがとうございまし

た。今回より活動にも正式に参加
させていただきますので、よろし
くお願い致します。
寺嶋ガバナー、神野地区幹事長、
風澤地区幹事、上総ＲＣの皆様、
本日は来訪ありがとうございま
す。あっという間に３ケ月が過ぎ
てしまいましたが、これからも共
にロータリー活動を頑張りましょ
う。
本日は寺嶋ガバナーを始め、沢山
のご来賓の方にお越し頂き有難う
御座います。この後の合同クラブ
協議会、懇親会もよろしくお願い
致します。
ご来訪の皆様、ようこそ君津ＲＣ
へ。本日はよろしくお願いしま
す。
最近始めたウォーキング継続中で
す。「脱いだらスゴイんです」を
目指して頑張ります。
上総ＲＣの皆様ようこそ君津へ！
合同クラブ協議会が盛況に進みま
すように皆様がんばりましょう。
１ケ月とちょっと振りの参加と
なってしまい、申し訳ありませ
ん。（その間に誕生祝いを頂きま
してありがとうございます）仕事
と私事とでバタバタしており、本
日も例会までの参加となってしま
います。（落ち着きましたら、
しっかり出席します）よろしくお
願いします。
皆様、ようこそ君津ロータリーへ
これからもロータリー活動がんば
ります。ありがとうございまし
た。
業務の都合でクラブ協議会及び懇
親会を欠席し申し訳ございませ
ん。
昨日、九州に戻りはじめて鍼灸と
整体をしました。疲労がとれて体
調が良くなった様に感じます。皆
さんもどうでしょうか。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補佐
お出でいただきありがとうござい
ます。また、上総ＲＣの皆様よう
こそ。初めてのガバナー公式訪問
と言う事で大変勉強となりまし
た。今後ともよろしくお願いしま

す。先日は、私の記念日ですばら
しいお花をいただきありがとうご
ざいます。妻も大変喜んで毎日気
にしています。
寺嶋ガバナー様、上総ＲＣ野村会
長様他の皆様、本日のご来訪あり
がとうございます。貴重な卓話を
いただき、上総ＲＣの皆様との連
帯を深められた事うれしく感じま
す。これからも和をもって君津・
上総の地を盛り上げていきましょ
う。
上総・君津の合同ガバナー公式訪
問の盛会を願います。寺嶋ガバ
ナー訪問、ご苦労さんです。今日
はよろしくお願い致します。
追伸：（私の記念日）結婚記念日
のお祝、有難うございます。
第2790地区寺嶋ガバナー、神野地
区幹事長、第４分区内田ガバナー
補佐、上総ＲＣ・君津ＲＣ合同ガ
バナー公式訪問、ご苦労様です。
本日はよろしくお願いします。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、神野幹事長、風澤幹事、本日
はありがとうございました。又、
上総ＲＣの皆様お世話になりまし
た。今後共宜しくお願い申し上げ
ます。

君津市総合防災訓練の様子

茂田　秀和
吉田　正彦
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10月の誕生祝

阿部　正雄
荒井潤一郎
中村　圭一
新井　正一
岡野　　祐
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10月の私の記念日



隈元　雅博

荒井潤一郎

秋元　秀夫

永嶌　嘉嗣

岡野　　祐

村上　　進

廣田　二郎

阿部　昭広

武田富士子

大森　俊介

吉野　和弘

遠田　祐治

近藤　洋子

鈴木　荘一

倉繁　　裕

時下　俊一

西山　　肇

坂本　直樹

内山貴美子

佐々木昭博

内藤　智介

松井泰次郎

猪瀬　　浩

福田　順也

谷口　弘志

谷　　浩司

中村　圭一

阿部　正雄

黒岩　靖之

吉田　雅彦

例会日　毎週月曜日
　　　　12:30PM～13:30PM
例会場　ホテル千成
　　　　Tel:0439-52-8511
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隈元　雅博君津ＲＣ会長
君が代
奉仕の理想
寺嶋　哲生
（国際ロータリー2790地区ガバナー）
神野　美明
（国際ロータリー2790地区　地区幹事長）
風澤　俊夫
（国際ロータリー2790地区　地区幹事）
内田　　稔
（国際ロータリー2790地区　ガバナー補佐）
岡野　　祐会員

上総ＲＣ・君津ＲＣ　合同例会
Vol. 11回　　Ｎｏ.2021　　2017.10.2

会長挨拶及び報告
君津ＲＣ　隈元雅博会長　

　本日、2790地区2017－2018
年度寺嶋ガバナーを始めとす
る役員、スタッフの皆様を野
村会長率いる上総ＲＣのメン
バーと共にお迎えすることが
でき、本当にうれしく思いま
す。
 寺嶋ガバナーは柏商工会議
所、野村会長は君津商工会議
所の会頭という重責を担う中で、ＲＣにおいても
このようにご活躍されています。
 そのほか、地区役員の皆様、上総ＲＣ、また私達
君津ＲＣの会員のメンバーにおかれましても、そ
れぞれ企業や他団体の役を担っている方が多数い
らっしゃいます。そのような中で、これだけ多く
の皆さんにご参加いただいたことに改めて御礼申
し上げます。
 大切な仲間である皆さまと共に、このＲＣの貴重

な時間を１分１秒も無駄にすることなく、地域貢
献と世界平和活動につながる話し合いや、懇親を
深め、ひいては、この機会に新たな友情が生まれ
ることを祈念しまして、開催地会長のご挨拶とさ
せていただきます。
 一人のロータリアンとして、地域貢献と世界平和
を目指すロータリーの仲間として、皆が平和に暮
らしていける世の中を実現するために、共にロー
タリー活動を行っていきましょう！

報　　告
１．９月25日に第４回定例理事会議が開催されま
したので報告致します。
１）会計報告　＊承認
　９月分の実績を集計後、資料を作成し１０月
に理事へ配布する
２）指名委員会開催について　＊承認
　①日　時：10月30日（月）11 時 30 分～（例会前）
　②委員長：鈴木直前会長
　③メンバー：パスト会長５名＋会長・副会長・幹事・
　　　　　会長エレクト

宮本・釼持・川名・黒岩・鈴木・隈元・
早見・荒井・永嶌　計９名

３）新入会員について　＊承認
　北見洋司（75歳）君津ビジネスサービス㈱　
＊11月６日（月）入会予定
　職業分類：事務用品販売
　推薦者：西山会員
４）新入会員の委員会所属について　＊承認
　本日入会する坂本直樹会員⇒親睦委員会
５）出前教室について　＊承認
　職業奉仕委員会より
　周西中より出前教室日程の希望あり（12月18
日or１月12日希望）
　12月18日（月）午前中に開催（時間等詳細に
ついては、中学校と調整中）
＊八重原中は１月、周西小は２月を予定して
います。

　日程が決まり次第報告致します。
６）枝豆収穫祭について　＊承認
　社会奉仕委員会より

10月14日、15日の両日とも雨の場合は、イベ
ントは中止。
翌週は、きみつ秋花火などイベントがあり、
豚汁などの用意が困難なため、枝豆は期間を
決め会員が収穫。残ったものは業者に依頼し
収穫する。
７）駅前花壇の花植えについて　＊承認
　プラン・見積もりについて異議なし
８）11月20日（月）の例会について＊承認
　夜間例会に変更。例会であるため会費をとる
のはどうか？という意見があるので、今年度
は1,000円会費を下げ7,000円とする。
９）スリランカブロジェクトについて　＊承認
　国際奉仕委員会より
①35万円の予算のうち20万円程度を浄水器へ
充当する（詳細は次回報告）
②スリランカでの寄贈式へは大住委員長・鈴
木直前会長が出席する

10）その他
①木更津東ＲＣ創立50周年記念式典
　平成30年５月19日（土）
②ガバナー公式訪問、ガバナー・幹事長・幹
事・ガバナー補佐へのお土産は上総のお酒
②上総ＲＣ会員へのお悔やみ電報について
　交流の深いクラブの現役会員のため、クラ
ブよりお悔やみ電報を会長名・会員一同に
て送りました。

２．寺嶋ガバナーより鈴木直前会長へ委嘱状をお
渡しします。

幹　事　報　告
君津ＲＣ　荒井潤一郎幹事　

１．君津特別支援学校にて10月７日に文化祭「君
特スマイルフェスタ」が開催されます。岡野幹
事が出席します。宜しくお願いします。
　　同じく君津特別支援学校にて10月16日に
「1000ケ所ミニ集会」が開催されます。こちら
は私（荒井幹事）が出席します。
２．親子体験枝豆収穫祭が開催されます。
　　　日　時：10月14日（土）
　　　場　所：君津市三船山畑他
　　14日が荒天の場合は、15日（日）実施。15日
も荒天の場合は収穫祭は中止とし、期間を決め
て会員で収穫します。なお、収穫しきれない場
合は業者に委託します。不明な点は、事務局ま
でお問合せ下さい。
３．東京神宮ＲＣ主催の明治神宮の清掃奉仕が行
われます。
　　　日　時：10月18日（水）

　　　場　所：明治神宮
　　　集　合：10時50分
　　詳細については、回覧致します。出欠につい
てご記入お願いします。

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報・第４分区週報につきまして
は、次回例会時に回覧します。
２．明治神宮清掃奉仕のご案内
３．きみつ秋花火2017　前日の協力及び当日の協
力・翌日清掃協力について
４．家族親睦ボウリング大会の出欠の案内
５．「駅前花壇花植え準備作業（花抜き）」及び
「駅前花壇花植え作業」の出欠の案内
６．第６回日台ロータリー親善会議の出欠の案内

〈配布物〉
１．ガバナー公式訪問次第

上総ＲＣ会長挨拶
上総ＲＣ　野村進一会長　

◎皆さんこんにちは。本日
は、君津．上総ガバナー公
式訪問合同例会日です。始
めに寺嶋ガバナーを始め地
区幹事長の神野様．地区幹
事の風澤様．第四分区ガバ
ナー補佐の内田様に於かれ
ましては大変お忙しい中に
も関わりませずご来訪いた
だき誠にありがとうございました。一同感謝申
し上げます。
◎挨拶の前に、去る９月20日にご逝去されまし
た、当クラブ会員でありました田中伸之介様の
お通夜．告別式には、沢山の会員からの弔問を
いただき故人に代わって感謝申し上げます。あ
りがとうございました。
◎９月24日（日）、平成29年度君津市総合防災訓
練が君津市松丘スポーツ広場で行われ、君津市
防火安全協会の来賓として参加してまいりまし
た。君津市長を始め、地元住民を中心に約1,000
名の参加があり、特に消防．警察．自衛隊連携
による災害救助訓練は素晴らしい活動でした。
◎参加して改めて必要性を感じたのは、災害直
後、ライフラインの復旧までは、何が無くても
飲料水の確保が一番大切であり、食料は少しの
間食べなくても生きられそうですが、水は無理
で普段から備蓄飲料水の必要性は急務でありま
す。ここ数年、地球の温暖化の影響で、嘗て経
験したことのない「何十年に一度」の割合で大

規模災害が起こっています。そんな中での地域
を挙げての非常時に備える日頃からの命を守る
ための訓練は大切だと思いました。私も災害に
備えて携帯のストラップに常時笛を着けていま
す。

◎本日のロータリーについては、毎週例会毎に
「４つのテスト」や奉仕の理想［理念］につい
て説明を行い、今日は５大奉仕についてお話す
る予定でしたが、合同例会の為と時間の都合
上、来週からに予定したいと思いますので、ど
うか楽しみにしていて下さい。

委　員　会　報　告
親　睦　委　員　会
10月の誕生祝・私の記念日

プ　ロ　グ　ラ　ム
国際ロータリー第2790地区寺嶋哲生ガバナー卓話
テーマ「地区運営に当たって」

国際ロータリー第2790地区　
寺嶋哲生ガバナー　

　本年度ガバナーを仰せつ
かっております寺嶋でござい
ます。本日は、上総ＲＣ、君
津ＲＣの合同例会に出席させ
ていただき、大変光栄に存じ
ます。この卓話では、ＲＩ会
長テーマや私の運営方針な
ど、只今私の思うところを
縷々お話し申し上げます。
　始めに、2017－18年度、ＲＩ会長テーマについ
て、話を申し上げます。イアン・ライズリー会長
が公表された会長テーマは、英文においては
「Rotary : Making a Difference」、日本語訳では
「ロータリー：変化をもたらす」でございまし
た。このテーマをどう解釈すべきであるか。ライ
ズリー会長の記された文章や講演から、会長はこ
のテーマを通じて次の三つの事柄について言及し
ていると思います。一つ目は、RIが推奨してきた
世界有数のボランティア団体を目指すとする方向
性を、会長自らも継承し、推進するという事。二
つ目は、その為に、私達ロータリアンには実践
的・具体的な奉仕プロジェクトを強く推奨すると
いう事。三つ目は、その奉仕プロジェクトは、決

して自己満足に終始することなく、受益者の人生
や境遇を変える結果を伴うものとすべき事。ライ
ズリー会長の真意はこのようなものであると、私
は理解致しました。
　さて、実践的な奉仕プロジェクトを推奨し、か
つ、柔軟性を導入したＲＩですが、しかし私は職
業倫理を中心とした奉仕の理念を決して忘れた訳
ではないと考えております。昨年名古屋で行われ
た情報研究会において、前ＲＩ会長であるジョ
ン・ジャーム氏は、「2016年の規定審議会におい
て、ロータリーの運営方法については大幅な柔軟
性が認められた。しかし、ロータリーの目的や中
核的価値観には全くの変更はなく、ロータリーの
本質は些かも変わっていない。」と述べられてお
ります。同様の発言は、先の国際協議会におい
て、ライズリー会長もされております。
　では、今後のＲＣは、どのような存在意義を持
つのか。私の地区運営の基本的な考え方をご説明
する前に、只今日本が置かれた時代背景から考え
てみたいと思います。まずは、日本のマクロ経済
の動向から、ロータリーを考えます。
　只今の日本政府の累積債務が、1000兆円を超
え、GDPの２倍を超える水準にまで拡大している
事。これは、皆様ご承知の通りです。2015年の春
でありましたが、当時自民党の政調会長であった
稲田氏は、2020年までにプライマリーバランスが
均衡できない場合、日本政府は実質的な財政破綻
状態に陥る可能性があると発言されております。
では、只今の日本のプライマリーバランスは、ど
のような状況にあるのか。財務省の試算によれ
ば、仮に消費税率を10％に引き上げ、名目で
３％、実質で２％の経済成長を達成したとして
も、なお８兆円が不足するとの事であります。そ
して現実は、消費税率を８％に上げただけにも関
わらず、現在の経済成長率は３％成長には程遠
い。稲田氏の見解が正しいとすれば日本は実質的
な財政破綻状態に陥る事になってしまいます。私
は、ここ最近、日本の財政に対する危機が、殆ど
語られなくなったという印象がありますが、その
事が逆に事態の深刻さを物語っているように思え
てなりません。
　とすれば、今後の日本で起きるであろう経済的
な逆境にあって、否応なく輝きを増すのは、ポー
ル・ハリスの標榜したロータリーでありましょ
う。ポール・ハリスに、あなたは何故ロータリー
を作ったのですか、と問うたところ、「寂しかっ
たから」と答えたという有名なエピソードがあり
ます。恐らくポール・ハリスが欲したものは、信
頼できるコミュニティーではなかったか。殺伐と
した時代に在って、安らぎを感じられる人間関

係。そんな、安心できるコミュニティーを欲して
いたのだと思います。ロータリー創世記にあった
得難い存在感、それが再び重要性を増す、私はそ
んな風に感じております。逆境にあってこそ存在
意義を増す、ＲＣとはそんな存在であると私は考
えております。
　次に、今後の人口動態から、戦略計画の重要性
について考えてみたいと思います。既に、只今の
日本の総人口が減少に転じている事は、皆様ご承
知の通りです。問題は、総人口の減少のみなら
ず、それを上回る速度で進む生産年齢人口の減少
と、高齢化の問題でございます。只今の世代別の
人口分布を見れば、70歳を目前に控えた団塊世代
が、ひときわ大きく突出をし、その次のピークは
只今40歳前後の世代、いわゆる団塊ジュニアで
す。団塊・団塊ジュニアに続く、第三のピークは
存在しておりません。すなわち、団塊ジュニアが
死ぬまで、この歪んだ人口分布が解消される事は
ない。つまり、解消までに40年近い歳月が必要で
ある事になります。
　生産年齢人口を非生産年齢人口で除した数字。
これが２を超えている状態を、人口ボーナスと呼
ぶそうです。嘗ての日本の高度経済成長期が、ま
さに人口ボーナス期でありました。「成長は全て
を覆い隠す」という格言がありますが、確かに高
度経済成長期は、殆どの投資が肯定された時代で
した。しかし、只今のような人口オーナス、ダウ
ンサイジングの時代には、問題を放置すれば傷口
は更に広がる。すなわち、時が解決してくれない
時代であると言えましょう。ロータリーも、例外
ではありません。不作為は、すなわち衰退を意味
します。RIが推奨するように、戦略計画が必要と
なる時代に入ったと言うべきでありましょう。
　理想的には、地区内の全クラブが、夫々に個性
あふれるクラブを目指し、独自の戦略計画を立案
して実行する。将来的には、こんな状況を目指す
べきでありましょう。とすれば、まず取り組むべ
きは、夫々のクラブが問題点を抽出し、課題を明
確にして、会員相互に共有する。それを端緒に戦
略計画の糸口として、将来的な戦略計画立案に向
けて一歩を踏み出す。本年度は、そんな一年とさ
れては如何でありましょうか。
　私は、只今現在、継続性を担保する合意形成の
手法が未整備である事。それが、2790地区の課題
であると考えております。地区においても、本年
は、戦略計画を立案する為のスキームを作る事。
それが大切であると、私は考えております。で
は、どう対応したら宜しいのか。次に、2017－18
年度の地区運営に当たり、留意すべき基本的な考
え方について、三つの視点から考察を試みます。

　第一の視点は、理念と実践です。かの決議23－
34が採択される前夜は、職業倫理を重視し、奉仕
活動においては、隠匿の美を是とする理念派。そ
して、金銭的奉仕や身体的奉仕といった、実践的
な奉仕活動を是とする実践派。この理念派と実践
派が、その対立を深めていたと聞き及びます。
ロータリークラブの設立が1905年でありますの
で、設立から僅か18年目の出来事です。加えて、
メルビン・ジョーンズによるライオンズクラブの
設立が1917年でありますので、ロータリーは創立
後の間もない時期から、この二つのスタンスに介
在するジレンマと対峙していたのだと言えましょ
う。
　只今のＲＩは、世界有数のボランティア団体を
目指し、DLPやCLPを推奨しております。しかし
その方向性に対しては、ロータリーの根幹を成す
べき職業倫理を軽んじているとの批判を間々耳に
致します。他方、実践派からは、理念にのみ拘泥
されるスタンスは、もはや世界の潮流に逆行し、
頑なな姿勢はロータリーの衰退に繋がるとの批判
もあるようです。
　では、これらの見解やスタンスの相違をどう咀
嚼し、どう解釈したら良いのか。結論から申し上
げるなら、私はこの事自体が、ロータリーの健全
さを端的に示す証であると考えます。どちらのス
タンスも、共にロータリーに対して真摯に向き合
う姿勢の結果であり、健全な自己批判の現れであ
る。更に私見を加えるなら、この二者は決して択
一でなく、共存が可能である。理念を掲げ、同時
に実践を示す事は、ロータリーを有意義ならしめ
る事こそあれ、名誉を損なうものではない。理念
は実践を否定せず、実践は理念を否定しない。私
は、そのように考えます。
　第二の視点は、事業と運営です。平成20年から
施行された公益法人の認可基準によれば、財団や
社団が公益性を認定される基準として、「公益目
的事業比率」という概念が提示されました。公益
法人の支出する公益事業費は、運営費を加えた経
常的支出に対し、50％を超えていなければならな
いというルールです。そもそも公益事業とは、
「不特定かつ多数の福祉の向上に資するもの」と
定義されます。ですから、例えばロータリーの行
う親睦事業。この受益者は会員自身という事です
ので、不特定多数ではありません。従って、これ
は共益的な事業であって、公益事業としては認め
られない事になります。ロータリーの行う社会奉
仕や国際奉仕・青少年奉仕といった奉仕プロジェ
クト、加えてロータリー財団や米山奨学会に掛か
る事業費が、公益事業費として認められる事にな
ります。

　勿論、ＲＣは法人化されていない任意団体であ
りますし、公益性の認定を目指している訳ではあ
りません。そもそも、会員間の親睦といった共益
的事業も、極めて重要な事業の柱の一つでありま
すから、公益目的事業比率を50％以上にすべき蓋
然性はありません。しかし、ＲＩが世界有数のボ
ランティア団体を目指しているのであれば、私達
の支出する会費の使われ方が、幾許かでも公益的
に使われる比率を高める。そんな意識は、大切で
あると考えます。
　第三の視点は、継続と革新です。決議23－34の
第４項「奉仕する者は行動しなければならない」
から始まる条文には、「いずれのＲＣも、毎年
度、何か一つの主だった社会奉仕活動を、それも
毎年度異なっていて、できればその会計年度内に
完了できるようなものを後援する事が望ましい」
と記されており、単年度主義が明確です。また第5
項には、「いかなるクラブも、ロータリーの目的
を無視したり、ＲＣ結成の本来の目的を危うくす
るような社会奉仕活動を行ってはならない」と記
されており、この文章を始めとする決議23－34に
散りばめられた精神は、ロータリーを志す人間の
姿勢を明確にし、職業人として取り組むべきは自
らのスキルを活かした職業倫理の実践であるべき
であるとし、金銭的身体的な奉仕活動はアマチュ
アリズムの限界を正しく認識して取り組むべきで
あるとの内容を謳っている様に思います。私は、
この事には、この上なく良質なロータリーの節度
を感じます。私は、職業こそが最大の社会貢献で
あると考えておりますゆえ、この精神には、深く
感銘し共感を覚えます。恐らくは、日本のロータ
リアンが薫陶を受け、今なお敬愛するロータリー
とは、このような存在であったのだと思われま
す。
　しかしながら、近年のＲＩの目指す方向性は、
陰徳の美から陽徳の団体への変質を求めており、
更には戦略計画委員会の設置が推奨されるなど、
事業の継続性が推奨され始めております。実際、
ポリオプラスに代表されるロータリー財団の行う
各種事業は、単年度では全く意味をなさない壮大
な事業である。まさに、継続は力なりを体現す
る、プロフェッショナリズムに満ちた奉仕活動で
あります。先に開催された国際協議会において
も、ＲＩ会長は繰り返し「持続可能性と継続」に
ついて口述されておりました。私は、「持続可能
性」とは自律的に継続可能となる事業の質につい
ての概念である。一方「継続」とは、事業の効果
を高めるためのリーダーシップの継続を意味して
いるものと理解致します。いずれにせよ、RIは従
来の単年度主義を超え、より責任を伴う奉仕プロ

ジェクトを要求しているものと感じますが、如何
でありましょうか。
　最後に、地区の戦略計画委員会について、お話
を申し上げます。先に、人口動態と戦略計画につ
いてお話申し上げましたが、人口減少期において
は、不作為は事業の衰退を意味致します。しか
し、永年、単年度主義を旨として来たロータリー
ですから、複数年度に渡る事業継続の意思決定方
法が、未整備であると考えます。それは、2790地
区においても例外ではなく、故に、戦略計画委員
会を恒常的に機能させ、地区の戦略計画に反映さ
せる事。それが、私の最も重要なミッションであ
ると考えております。
　私の考える地区戦略計画委員会は、ガバナー・
ガバナーエレクト・ガバナーノミニー・ガバナー
ノミニーデジグネイト・直前ガバナー・前前年ガ
バナーより構成される委員会とし、必要に応じ
て、実務レベルの検討を行う委員を任命致しま
す。地区において、単年度では意味をなさない事
業計画や、一年間で合議に達する事が難しい改変
等を審議立案する事を目途と致します。当面の課
題として、櫻木年度において提起された、分区の
再編・地区事務所の設置、および、地区の法人化
を検討したいと考えます。どれもが、賛否両論あ
る重要な命題です。短兵急に結論を導くのは、適
切ではありません。であるが故に、情報を集めて
課題を整理し、得失を明らかにして合意を形成
し、最終的な是非を判断する。そんな機能を有す
る戦略計画委員会が、必要であると考える次第で
す。
　以上、初めにRI会長テーマ、次いでマクロ経済
から考えるロータリーの存在意義と、人口動態か
ら見た戦略計画の必要性をお話し、合わせて私の
運営方針について基本的な考え方をご説明申し上
げました。本年度、上総ＲＣ、君津ＲＣの活動が
実り多いものとなります事を心より祈念し、私の
卓話とさせて頂きます。ご清聴に感謝申し上げま
す。

上総ＲＣ・君津ＲＣ　合同クラブ協議会　プログラム
会　場：ホテル千成
司　会：上総ＲＣ　田中喜博幹事
13時40分
１．開会のことば
　　　君津ＲＣ　永蔦嘉嗣会長エレクト　
２．来賓紹介
　　　上総ＲＣ　野村進一会長　
３．出席者紹介
　　　上総ＲＣ　田中喜博幹事　
　　　君津ＲＣ　荒井潤一郎幹事　

４．ガバナー補佐挨拶
　　　内田　稔ガバナー補佐　
第１部
　①会長によるクラブ運営方針
　　　上総ＲＣ　野村進一会長
　　　君津ＲＣ　隈元雅博会長
　②親睦活動担当者による活動案
　　　上総ＲＣ　フェローシップ親睦担当　沖津光久委員
　　　君津ＲＣ　親睦委員会　佐々木博昭委員長
　③研修担当者による研修計画
　　　上総ＲＣ　管理運営委員会　白熊　大委員長
　　　君津ＲＣ　小幡　倖研修リーダー
　④会員増強担当者による増強計画
　　　上総ＲＣ　会員増強・退会防止委員会　山田弘一委員長
　　　君津ＲＣ　会員増強委員会　永嶌嘉嗣委員長
　⑤奉仕プロジェクト担当者による実施計画
　　　上総ＲＣ　社会奉仕委員会　松井敏郎委員長
　　　君津ＲＣ　奉仕プロジェクト委員会　永嶌嘉嗣委員長
　⑥ロータリー財団担当者による活動計画
　　　上総ＲＣ　ロータリー財団委員会　三浦　章委員長
　　　君津ＲＣ　ロータリー財団委員会　内藤智介委員長
　⑦米山奨学会担当者による活動計画
　　　上総ＲＣ　米山記念奨学会委員会　田丸方敏委員長
　　　君津ＲＣ　米山記念奨学会委員会　時下俊一委員長
　⑧ガバナー講評
　　　寺嶋哲生ガバナー
第２部
　①直前会長によるクラブの課題と対策案
　　　君津ＲＣ　鈴木荘一直前会長
　　　上総ＲＣ　鳥井正俊直前幹事
　②塾ガバナー講評
　　　寺嶋哲生ガバナー
第３部
　クラブからの質疑とガバナーによる応答
15時10分
４．閉会の言葉
　　　上総ＲＣ　梅原正一会長エレクト

上総ＲＣ・君津ＲＣ　合同懇親会　プログラム
会　場：ホテル千成　３Ｆ
司　会：君津ＲＣ　荒井潤一郎幹事
15時20分
１．開会のことば
　　　上総ＲＣ　野村進一会長
２．来賓挨拶
　　　国際ロータリー第2790地区　寺嶋哲生ガバナー
３．乾　杯
　　　君津ＲＣ　秋元秀夫パストガバナー
16時20分
４．中締め
　　　君津ＲＣ　隈元雅博会長

ニコニコＢＯＸ
国際ロータリー2790地区ガバナー
寺嶋様を始めとする、地区役員の
皆様、野村会長を始めとする上総
ＲＣの役員、メンバーの皆様、本
日はありがとうございました。こ
れからも、皆様と共に地域貢献と
世界平和活動を推進してまいりま
す。今後ともご指導ご鞭撻の程、
よろしくお願いいたします！
～Think Glocal～（シンク グロー
カル）「地域貢献と世界平和活動
の両立」を共に目指して行動しま
しょう！
ガバナー、ガバナー補佐、会長、
幹事ありがとうございました。お
話しを頂いた内容を参考に楽しく
居心地の良いクラブになる様にこ
れからもロータリー活動頑張りま
す。
寺嶋ガバナー、ご苦労様。日頃は
当クラブへの格別なご配慮ありが
たく感謝いたして居ります。
本日は寺嶋哲夫ガバナー様、神野
美明地区幹事長様、風澤俊夫地区
幹事様、内田稔ガバナー補佐様、
ご来訪あちがとうございます。ま
た、クラブ運営について、貴重な
ご助言を頂きありがとうございま
す。
上総ＲＣとの合同例会、寺嶋ガバ
ナーを迎えての合同クラブ協議
会、本日はありがとうございまし
た。
皆様、こんにちは！！上総ＲＣの皆
様、本日はお越し頂きありがとう
ございます。
今朝、起きたらひざが痛くてたま
りません。金曜日にゴルフがある
ので、玄々堂で治してもらいま
す。
寺嶋ガバナー、神野地区幹事長、
内田ガバナー補佐、ご来訪ありが
とうございます。ご指導よろしく
お願いします。
寺嶋ガバナー、神野幹事長、内田
ガバナー補佐、ご来訪ありがとう
ございます。上総ＲＣの皆さんも
ようこそ君津ＲＣへ。本日はご指
導よろしくお願いいたします。

本日のガバナー公式訪問にあた
り、合同例会に君津の地においで
くださりありがとうございます。
寺嶋ガバナー、卓話ありがとうご
ざいました。君津ＲＣは女性会員
が４名です。会員増強、女性会員
２名増員目標に向け、お声掛けし
ています。そしてそして、私！お
ばあちゃんになりました。初孫が
生まれました。孫は可愛いです
ね。天使です。
寺嶋ガバナー、神野地区幹事長、
内田ガバナー補佐、本日はありが
とうございました。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、ありがとうございました。
誕生祝い、ありがとうございまし
た。
週末、家族サービスで軽井沢へ
行ってきました。人があまりいな
いレイクガーデンで朝日を浴びな
がら散歩するのもいいものです。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、お忙しい中、ご来訪いただき
ありがとうございます。本日の卓
話楽しみにしております。
寺嶋ガバナー、本日はガバナー公
式訪問ありがとうございます。本
日一日宜しくお願いします。
寺嶋ガバナー、関係の皆様、上総
ロータリー野村会長、関係の皆
様、御来訪ありがとうございま
す。先週から、会社からのIpadを使
いはじめました。今までは、会社
のノートパソコン、個人Iphoneのみ
でしたが、Ipadを加えて、場面場面
に応じた最適な活用方法を見つけ
出すのにしばらく試行錯誤が必要
になりそうです。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、神野地区幹事長、風澤幹事の
ご来訪を心より歓迎します。
寺嶋様、神野様、内田様、上総Ｒ
Ｃの皆様、本日はお越し頂きあり
がとうございます。10月に入りま
した。今週末にはマジックの組合
せが決まる予定。熱いご声援を宜
しくお願いします。
前回、入会式にて入会の御承認を
いただきありがとうございまし

た。今回より活動にも正式に参加
させていただきますので、よろし
くお願い致します。
寺嶋ガバナー、神野地区幹事長、
風澤地区幹事、上総ＲＣの皆様、
本日は来訪ありがとうございま
す。あっという間に３ケ月が過ぎ
てしまいましたが、これからも共
にロータリー活動を頑張りましょ
う。
本日は寺嶋ガバナーを始め、沢山
のご来賓の方にお越し頂き有難う
御座います。この後の合同クラブ
協議会、懇親会もよろしくお願い
致します。
ご来訪の皆様、ようこそ君津ＲＣ
へ。本日はよろしくお願いしま
す。
最近始めたウォーキング継続中で
す。「脱いだらスゴイんです」を
目指して頑張ります。
上総ＲＣの皆様ようこそ君津へ！
合同クラブ協議会が盛況に進みま
すように皆様がんばりましょう。
１ケ月とちょっと振りの参加と
なってしまい、申し訳ありませ
ん。（その間に誕生祝いを頂きま
してありがとうございます）仕事
と私事とでバタバタしており、本
日も例会までの参加となってしま
います。（落ち着きましたら、
しっかり出席します）よろしくお
願いします。
皆様、ようこそ君津ロータリーへ
これからもロータリー活動がんば
ります。ありがとうございまし
た。
業務の都合でクラブ協議会及び懇
親会を欠席し申し訳ございませ
ん。
昨日、九州に戻りはじめて鍼灸と
整体をしました。疲労がとれて体
調が良くなった様に感じます。皆
さんもどうでしょうか。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補佐
お出でいただきありがとうござい
ます。また、上総ＲＣの皆様よう
こそ。初めてのガバナー公式訪問
と言う事で大変勉強となりまし
た。今後ともよろしくお願いしま

す。先日は、私の記念日ですばら
しいお花をいただきありがとうご
ざいます。妻も大変喜んで毎日気
にしています。
寺嶋ガバナー様、上総ＲＣ野村会
長様他の皆様、本日のご来訪あり
がとうございます。貴重な卓話を
いただき、上総ＲＣの皆様との連
帯を深められた事うれしく感じま
す。これからも和をもって君津・
上総の地を盛り上げていきましょ
う。
上総・君津の合同ガバナー公式訪
問の盛会を願います。寺嶋ガバ
ナー訪問、ご苦労さんです。今日
はよろしくお願い致します。
追伸：（私の記念日）結婚記念日
のお祝、有難うございます。
第2790地区寺嶋ガバナー、神野地
区幹事長、第４分区内田ガバナー
補佐、上総ＲＣ・君津ＲＣ合同ガ
バナー公式訪問、ご苦労様です。
本日はよろしくお願いします。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、神野幹事長、風澤幹事、本日
はありがとうございました。又、
上総ＲＣの皆様お世話になりまし
た。今後共宜しくお願い申し上げ
ます。

君津市総合防災訓練の様子

茂田　秀和
吉田　正彦
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10月の誕生祝

阿部　正雄
荒井潤一郎
中村　圭一
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10月の私の記念日



隈元　雅博

荒井潤一郎

秋元　秀夫

永嶌　嘉嗣

岡野　　祐

村上　　進

廣田　二郎

阿部　昭広

武田富士子

大森　俊介

吉野　和弘

遠田　祐治

近藤　洋子

鈴木　荘一

倉繁　　裕

時下　俊一

西山　　肇

坂本　直樹

内山貴美子

佐々木昭博

内藤　智介

松井泰次郎

猪瀬　　浩

福田　順也

谷口　弘志

谷　　浩司

中村　圭一

阿部　正雄

黒岩　靖之

吉田　雅彦

例会日　毎週月曜日
　　　　12:30PM～13:30PM
例会場　ホテル千成
　　　　Tel:0439-52-8511
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四つのテスト

（敬称略）

隈元　雅博君津ＲＣ会長
君が代
奉仕の理想
寺嶋　哲生
（国際ロータリー2790地区ガバナー）
神野　美明
（国際ロータリー2790地区　地区幹事長）
風澤　俊夫
（国際ロータリー2790地区　地区幹事）
内田　　稔
（国際ロータリー2790地区　ガバナー補佐）
岡野　　祐会員

上総ＲＣ・君津ＲＣ　合同例会
Vol. 11回　　Ｎｏ.2021　　2017.10.2

会長挨拶及び報告
君津ＲＣ　隈元雅博会長　

　本日、2790地区2017－2018
年度寺嶋ガバナーを始めとす
る役員、スタッフの皆様を野
村会長率いる上総ＲＣのメン
バーと共にお迎えすることが
でき、本当にうれしく思いま
す。
 寺嶋ガバナーは柏商工会議
所、野村会長は君津商工会議
所の会頭という重責を担う中で、ＲＣにおいても
このようにご活躍されています。
 そのほか、地区役員の皆様、上総ＲＣ、また私達
君津ＲＣの会員のメンバーにおかれましても、そ
れぞれ企業や他団体の役を担っている方が多数い
らっしゃいます。そのような中で、これだけ多く
の皆さんにご参加いただいたことに改めて御礼申
し上げます。
 大切な仲間である皆さまと共に、このＲＣの貴重

な時間を１分１秒も無駄にすることなく、地域貢
献と世界平和活動につながる話し合いや、懇親を
深め、ひいては、この機会に新たな友情が生まれ
ることを祈念しまして、開催地会長のご挨拶とさ
せていただきます。
 一人のロータリアンとして、地域貢献と世界平和
を目指すロータリーの仲間として、皆が平和に暮
らしていける世の中を実現するために、共にロー
タリー活動を行っていきましょう！

報　　告
１．９月25日に第４回定例理事会議が開催されま
したので報告致します。
１）会計報告　＊承認
　９月分の実績を集計後、資料を作成し１０月
に理事へ配布する
２）指名委員会開催について　＊承認
　①日　時：10月30日（月）11 時 30 分～（例会前）
　②委員長：鈴木直前会長
　③メンバー：パスト会長５名＋会長・副会長・幹事・
　　　　　会長エレクト

宮本・釼持・川名・黒岩・鈴木・隈元・
早見・荒井・永嶌　計９名

３）新入会員について　＊承認
　北見洋司（75歳）君津ビジネスサービス㈱　
＊11月６日（月）入会予定
　職業分類：事務用品販売
　推薦者：西山会員
４）新入会員の委員会所属について　＊承認
　本日入会する坂本直樹会員⇒親睦委員会
５）出前教室について　＊承認
　職業奉仕委員会より
　周西中より出前教室日程の希望あり（12月18
日or１月12日希望）
　12月18日（月）午前中に開催（時間等詳細に
ついては、中学校と調整中）
＊八重原中は１月、周西小は２月を予定して
います。

　日程が決まり次第報告致します。
６）枝豆収穫祭について　＊承認
　社会奉仕委員会より

10月14日、15日の両日とも雨の場合は、イベ
ントは中止。
翌週は、きみつ秋花火などイベントがあり、
豚汁などの用意が困難なため、枝豆は期間を
決め会員が収穫。残ったものは業者に依頼し
収穫する。
７）駅前花壇の花植えについて　＊承認
　プラン・見積もりについて異議なし
８）11月20日（月）の例会について＊承認
　夜間例会に変更。例会であるため会費をとる
のはどうか？という意見があるので、今年度
は1,000円会費を下げ7,000円とする。
９）スリランカブロジェクトについて　＊承認
　国際奉仕委員会より
①35万円の予算のうち20万円程度を浄水器へ
充当する（詳細は次回報告）
②スリランカでの寄贈式へは大住委員長・鈴
木直前会長が出席する

10）その他
①木更津東ＲＣ創立50周年記念式典
　平成30年５月19日（土）
②ガバナー公式訪問、ガバナー・幹事長・幹
事・ガバナー補佐へのお土産は上総のお酒
②上総ＲＣ会員へのお悔やみ電報について
　交流の深いクラブの現役会員のため、クラ
ブよりお悔やみ電報を会長名・会員一同に
て送りました。

２．寺嶋ガバナーより鈴木直前会長へ委嘱状をお
渡しします。

幹　事　報　告
君津ＲＣ　荒井潤一郎幹事　

１．君津特別支援学校にて10月７日に文化祭「君
特スマイルフェスタ」が開催されます。岡野幹
事が出席します。宜しくお願いします。
　　同じく君津特別支援学校にて10月16日に
「1000ケ所ミニ集会」が開催されます。こちら
は私（荒井幹事）が出席します。
２．親子体験枝豆収穫祭が開催されます。
　　　日　時：10月14日（土）
　　　場　所：君津市三船山畑他
　　14日が荒天の場合は、15日（日）実施。15日
も荒天の場合は収穫祭は中止とし、期間を決め
て会員で収穫します。なお、収穫しきれない場
合は業者に委託します。不明な点は、事務局ま
でお問合せ下さい。
３．東京神宮ＲＣ主催の明治神宮の清掃奉仕が行
われます。
　　　日　時：10月18日（水）

　　　場　所：明治神宮
　　　集　合：10時50分
　　詳細については、回覧致します。出欠につい
てご記入お願いします。

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報・第４分区週報につきまして
は、次回例会時に回覧します。
２．明治神宮清掃奉仕のご案内
３．きみつ秋花火2017　前日の協力及び当日の協
力・翌日清掃協力について
４．家族親睦ボウリング大会の出欠の案内
５．「駅前花壇花植え準備作業（花抜き）」及び
「駅前花壇花植え作業」の出欠の案内
６．第６回日台ロータリー親善会議の出欠の案内

〈配布物〉
１．ガバナー公式訪問次第

上総ＲＣ会長挨拶
上総ＲＣ　野村進一会長　

◎皆さんこんにちは。本日
は、君津．上総ガバナー公
式訪問合同例会日です。始
めに寺嶋ガバナーを始め地
区幹事長の神野様．地区幹
事の風澤様．第四分区ガバ
ナー補佐の内田様に於かれ
ましては大変お忙しい中に
も関わりませずご来訪いた
だき誠にありがとうございました。一同感謝申
し上げます。
◎挨拶の前に、去る９月20日にご逝去されまし
た、当クラブ会員でありました田中伸之介様の
お通夜．告別式には、沢山の会員からの弔問を
いただき故人に代わって感謝申し上げます。あ
りがとうございました。
◎９月24日（日）、平成29年度君津市総合防災訓
練が君津市松丘スポーツ広場で行われ、君津市
防火安全協会の来賓として参加してまいりまし
た。君津市長を始め、地元住民を中心に約1,000
名の参加があり、特に消防．警察．自衛隊連携
による災害救助訓練は素晴らしい活動でした。
◎参加して改めて必要性を感じたのは、災害直
後、ライフラインの復旧までは、何が無くても
飲料水の確保が一番大切であり、食料は少しの
間食べなくても生きられそうですが、水は無理
で普段から備蓄飲料水の必要性は急務でありま
す。ここ数年、地球の温暖化の影響で、嘗て経
験したことのない「何十年に一度」の割合で大

規模災害が起こっています。そんな中での地域
を挙げての非常時に備える日頃からの命を守る
ための訓練は大切だと思いました。私も災害に
備えて携帯のストラップに常時笛を着けていま
す。

◎本日のロータリーについては、毎週例会毎に
「４つのテスト」や奉仕の理想［理念］につい
て説明を行い、今日は５大奉仕についてお話す
る予定でしたが、合同例会の為と時間の都合
上、来週からに予定したいと思いますので、ど
うか楽しみにしていて下さい。

委　員　会　報　告
親　睦　委　員　会
10月の誕生祝・私の記念日

プ　ロ　グ　ラ　ム
国際ロータリー第2790地区寺嶋哲生ガバナー卓話
テーマ「地区運営に当たって」

国際ロータリー第2790地区　
寺嶋哲生ガバナー　

　本年度ガバナーを仰せつ
かっております寺嶋でござい
ます。本日は、上総ＲＣ、君
津ＲＣの合同例会に出席させ
ていただき、大変光栄に存じ
ます。この卓話では、ＲＩ会
長テーマや私の運営方針な
ど、只今私の思うところを
縷々お話し申し上げます。
　始めに、2017－18年度、ＲＩ会長テーマについ
て、話を申し上げます。イアン・ライズリー会長
が公表された会長テーマは、英文においては
「Rotary : Making a Difference」、日本語訳では
「ロータリー：変化をもたらす」でございまし
た。このテーマをどう解釈すべきであるか。ライ
ズリー会長の記された文章や講演から、会長はこ
のテーマを通じて次の三つの事柄について言及し
ていると思います。一つ目は、RIが推奨してきた
世界有数のボランティア団体を目指すとする方向
性を、会長自らも継承し、推進するという事。二
つ目は、その為に、私達ロータリアンには実践
的・具体的な奉仕プロジェクトを強く推奨すると
いう事。三つ目は、その奉仕プロジェクトは、決

して自己満足に終始することなく、受益者の人生
や境遇を変える結果を伴うものとすべき事。ライ
ズリー会長の真意はこのようなものであると、私
は理解致しました。
　さて、実践的な奉仕プロジェクトを推奨し、か
つ、柔軟性を導入したＲＩですが、しかし私は職
業倫理を中心とした奉仕の理念を決して忘れた訳
ではないと考えております。昨年名古屋で行われ
た情報研究会において、前ＲＩ会長であるジョ
ン・ジャーム氏は、「2016年の規定審議会におい
て、ロータリーの運営方法については大幅な柔軟
性が認められた。しかし、ロータリーの目的や中
核的価値観には全くの変更はなく、ロータリーの
本質は些かも変わっていない。」と述べられてお
ります。同様の発言は、先の国際協議会におい
て、ライズリー会長もされております。
　では、今後のＲＣは、どのような存在意義を持
つのか。私の地区運営の基本的な考え方をご説明
する前に、只今日本が置かれた時代背景から考え
てみたいと思います。まずは、日本のマクロ経済
の動向から、ロータリーを考えます。
　只今の日本政府の累積債務が、1000兆円を超
え、GDPの２倍を超える水準にまで拡大している
事。これは、皆様ご承知の通りです。2015年の春
でありましたが、当時自民党の政調会長であった
稲田氏は、2020年までにプライマリーバランスが
均衡できない場合、日本政府は実質的な財政破綻
状態に陥る可能性があると発言されております。
では、只今の日本のプライマリーバランスは、ど
のような状況にあるのか。財務省の試算によれ
ば、仮に消費税率を10％に引き上げ、名目で
３％、実質で２％の経済成長を達成したとして
も、なお８兆円が不足するとの事であります。そ
して現実は、消費税率を８％に上げただけにも関
わらず、現在の経済成長率は３％成長には程遠
い。稲田氏の見解が正しいとすれば日本は実質的
な財政破綻状態に陥る事になってしまいます。私
は、ここ最近、日本の財政に対する危機が、殆ど
語られなくなったという印象がありますが、その
事が逆に事態の深刻さを物語っているように思え
てなりません。
　とすれば、今後の日本で起きるであろう経済的
な逆境にあって、否応なく輝きを増すのは、ポー
ル・ハリスの標榜したロータリーでありましょ
う。ポール・ハリスに、あなたは何故ロータリー
を作ったのですか、と問うたところ、「寂しかっ
たから」と答えたという有名なエピソードがあり
ます。恐らくポール・ハリスが欲したものは、信
頼できるコミュニティーではなかったか。殺伐と
した時代に在って、安らぎを感じられる人間関

係。そんな、安心できるコミュニティーを欲して
いたのだと思います。ロータリー創世記にあった
得難い存在感、それが再び重要性を増す、私はそ
んな風に感じております。逆境にあってこそ存在
意義を増す、ＲＣとはそんな存在であると私は考
えております。
　次に、今後の人口動態から、戦略計画の重要性
について考えてみたいと思います。既に、只今の
日本の総人口が減少に転じている事は、皆様ご承
知の通りです。問題は、総人口の減少のみなら
ず、それを上回る速度で進む生産年齢人口の減少
と、高齢化の問題でございます。只今の世代別の
人口分布を見れば、70歳を目前に控えた団塊世代
が、ひときわ大きく突出をし、その次のピークは
只今40歳前後の世代、いわゆる団塊ジュニアで
す。団塊・団塊ジュニアに続く、第三のピークは
存在しておりません。すなわち、団塊ジュニアが
死ぬまで、この歪んだ人口分布が解消される事は
ない。つまり、解消までに40年近い歳月が必要で
ある事になります。
　生産年齢人口を非生産年齢人口で除した数字。
これが２を超えている状態を、人口ボーナスと呼
ぶそうです。嘗ての日本の高度経済成長期が、ま
さに人口ボーナス期でありました。「成長は全て
を覆い隠す」という格言がありますが、確かに高
度経済成長期は、殆どの投資が肯定された時代で
した。しかし、只今のような人口オーナス、ダウ
ンサイジングの時代には、問題を放置すれば傷口
は更に広がる。すなわち、時が解決してくれない
時代であると言えましょう。ロータリーも、例外
ではありません。不作為は、すなわち衰退を意味
します。RIが推奨するように、戦略計画が必要と
なる時代に入ったと言うべきでありましょう。
　理想的には、地区内の全クラブが、夫々に個性
あふれるクラブを目指し、独自の戦略計画を立案
して実行する。将来的には、こんな状況を目指す
べきでありましょう。とすれば、まず取り組むべ
きは、夫々のクラブが問題点を抽出し、課題を明
確にして、会員相互に共有する。それを端緒に戦
略計画の糸口として、将来的な戦略計画立案に向
けて一歩を踏み出す。本年度は、そんな一年とさ
れては如何でありましょうか。
　私は、只今現在、継続性を担保する合意形成の
手法が未整備である事。それが、2790地区の課題
であると考えております。地区においても、本年
は、戦略計画を立案する為のスキームを作る事。
それが大切であると、私は考えております。で
は、どう対応したら宜しいのか。次に、2017－18
年度の地区運営に当たり、留意すべき基本的な考
え方について、三つの視点から考察を試みます。

　第一の視点は、理念と実践です。かの決議23－
34が採択される前夜は、職業倫理を重視し、奉仕
活動においては、隠匿の美を是とする理念派。そ
して、金銭的奉仕や身体的奉仕といった、実践的
な奉仕活動を是とする実践派。この理念派と実践
派が、その対立を深めていたと聞き及びます。
ロータリークラブの設立が1905年でありますの
で、設立から僅か18年目の出来事です。加えて、
メルビン・ジョーンズによるライオンズクラブの
設立が1917年でありますので、ロータリーは創立
後の間もない時期から、この二つのスタンスに介
在するジレンマと対峙していたのだと言えましょ
う。
　只今のＲＩは、世界有数のボランティア団体を
目指し、DLPやCLPを推奨しております。しかし
その方向性に対しては、ロータリーの根幹を成す
べき職業倫理を軽んじているとの批判を間々耳に
致します。他方、実践派からは、理念にのみ拘泥
されるスタンスは、もはや世界の潮流に逆行し、
頑なな姿勢はロータリーの衰退に繋がるとの批判
もあるようです。
　では、これらの見解やスタンスの相違をどう咀
嚼し、どう解釈したら良いのか。結論から申し上
げるなら、私はこの事自体が、ロータリーの健全
さを端的に示す証であると考えます。どちらのス
タンスも、共にロータリーに対して真摯に向き合
う姿勢の結果であり、健全な自己批判の現れであ
る。更に私見を加えるなら、この二者は決して択
一でなく、共存が可能である。理念を掲げ、同時
に実践を示す事は、ロータリーを有意義ならしめ
る事こそあれ、名誉を損なうものではない。理念
は実践を否定せず、実践は理念を否定しない。私
は、そのように考えます。
　第二の視点は、事業と運営です。平成20年から
施行された公益法人の認可基準によれば、財団や
社団が公益性を認定される基準として、「公益目
的事業比率」という概念が提示されました。公益
法人の支出する公益事業費は、運営費を加えた経
常的支出に対し、50％を超えていなければならな
いというルールです。そもそも公益事業とは、
「不特定かつ多数の福祉の向上に資するもの」と
定義されます。ですから、例えばロータリーの行
う親睦事業。この受益者は会員自身という事です
ので、不特定多数ではありません。従って、これ
は共益的な事業であって、公益事業としては認め
られない事になります。ロータリーの行う社会奉
仕や国際奉仕・青少年奉仕といった奉仕プロジェ
クト、加えてロータリー財団や米山奨学会に掛か
る事業費が、公益事業費として認められる事にな
ります。

　勿論、ＲＣは法人化されていない任意団体であ
りますし、公益性の認定を目指している訳ではあ
りません。そもそも、会員間の親睦といった共益
的事業も、極めて重要な事業の柱の一つでありま
すから、公益目的事業比率を50％以上にすべき蓋
然性はありません。しかし、ＲＩが世界有数のボ
ランティア団体を目指しているのであれば、私達
の支出する会費の使われ方が、幾許かでも公益的
に使われる比率を高める。そんな意識は、大切で
あると考えます。
　第三の視点は、継続と革新です。決議23－34の
第４項「奉仕する者は行動しなければならない」
から始まる条文には、「いずれのＲＣも、毎年
度、何か一つの主だった社会奉仕活動を、それも
毎年度異なっていて、できればその会計年度内に
完了できるようなものを後援する事が望ましい」
と記されており、単年度主義が明確です。また第5
項には、「いかなるクラブも、ロータリーの目的
を無視したり、ＲＣ結成の本来の目的を危うくす
るような社会奉仕活動を行ってはならない」と記
されており、この文章を始めとする決議23－34に
散りばめられた精神は、ロータリーを志す人間の
姿勢を明確にし、職業人として取り組むべきは自
らのスキルを活かした職業倫理の実践であるべき
であるとし、金銭的身体的な奉仕活動はアマチュ
アリズムの限界を正しく認識して取り組むべきで
あるとの内容を謳っている様に思います。私は、
この事には、この上なく良質なロータリーの節度
を感じます。私は、職業こそが最大の社会貢献で
あると考えておりますゆえ、この精神には、深く
感銘し共感を覚えます。恐らくは、日本のロータ
リアンが薫陶を受け、今なお敬愛するロータリー
とは、このような存在であったのだと思われま
す。
　しかしながら、近年のＲＩの目指す方向性は、
陰徳の美から陽徳の団体への変質を求めており、
更には戦略計画委員会の設置が推奨されるなど、
事業の継続性が推奨され始めております。実際、
ポリオプラスに代表されるロータリー財団の行う
各種事業は、単年度では全く意味をなさない壮大
な事業である。まさに、継続は力なりを体現す
る、プロフェッショナリズムに満ちた奉仕活動で
あります。先に開催された国際協議会において
も、ＲＩ会長は繰り返し「持続可能性と継続」に
ついて口述されておりました。私は、「持続可能
性」とは自律的に継続可能となる事業の質につい
ての概念である。一方「継続」とは、事業の効果
を高めるためのリーダーシップの継続を意味して
いるものと理解致します。いずれにせよ、RIは従
来の単年度主義を超え、より責任を伴う奉仕プロ

ジェクトを要求しているものと感じますが、如何
でありましょうか。
　最後に、地区の戦略計画委員会について、お話
を申し上げます。先に、人口動態と戦略計画につ
いてお話申し上げましたが、人口減少期において
は、不作為は事業の衰退を意味致します。しか
し、永年、単年度主義を旨として来たロータリー
ですから、複数年度に渡る事業継続の意思決定方
法が、未整備であると考えます。それは、2790地
区においても例外ではなく、故に、戦略計画委員
会を恒常的に機能させ、地区の戦略計画に反映さ
せる事。それが、私の最も重要なミッションであ
ると考えております。
　私の考える地区戦略計画委員会は、ガバナー・
ガバナーエレクト・ガバナーノミニー・ガバナー
ノミニーデジグネイト・直前ガバナー・前前年ガ
バナーより構成される委員会とし、必要に応じ
て、実務レベルの検討を行う委員を任命致しま
す。地区において、単年度では意味をなさない事
業計画や、一年間で合議に達する事が難しい改変
等を審議立案する事を目途と致します。当面の課
題として、櫻木年度において提起された、分区の
再編・地区事務所の設置、および、地区の法人化
を検討したいと考えます。どれもが、賛否両論あ
る重要な命題です。短兵急に結論を導くのは、適
切ではありません。であるが故に、情報を集めて
課題を整理し、得失を明らかにして合意を形成
し、最終的な是非を判断する。そんな機能を有す
る戦略計画委員会が、必要であると考える次第で
す。
　以上、初めにRI会長テーマ、次いでマクロ経済
から考えるロータリーの存在意義と、人口動態か
ら見た戦略計画の必要性をお話し、合わせて私の
運営方針について基本的な考え方をご説明申し上
げました。本年度、上総ＲＣ、君津ＲＣの活動が
実り多いものとなります事を心より祈念し、私の
卓話とさせて頂きます。ご清聴に感謝申し上げま
す。

上総ＲＣ・君津ＲＣ　合同クラブ協議会　プログラム
会　場：ホテル千成
司　会：上総ＲＣ　田中喜博幹事
13時40分
１．開会のことば
　　　君津ＲＣ　永蔦嘉嗣会長エレクト　
２．来賓紹介
　　　上総ＲＣ　野村進一会長　
３．出席者紹介
　　　上総ＲＣ　田中喜博幹事　
　　　君津ＲＣ　荒井潤一郎幹事　

４．ガバナー補佐挨拶
　　　内田　稔ガバナー補佐　
第１部
　①会長によるクラブ運営方針
　　　上総ＲＣ　野村進一会長
　　　君津ＲＣ　隈元雅博会長
　②親睦活動担当者による活動案
　　　上総ＲＣ　フェローシップ親睦担当　沖津光久委員
　　　君津ＲＣ　親睦委員会　佐々木博昭委員長
　③研修担当者による研修計画
　　　上総ＲＣ　管理運営委員会　白熊　大委員長
　　　君津ＲＣ　小幡　倖研修リーダー
　④会員増強担当者による増強計画
　　　上総ＲＣ　会員増強・退会防止委員会　山田弘一委員長
　　　君津ＲＣ　会員増強委員会　永嶌嘉嗣委員長
　⑤奉仕プロジェクト担当者による実施計画
　　　上総ＲＣ　社会奉仕委員会　松井敏郎委員長
　　　君津ＲＣ　奉仕プロジェクト委員会　永嶌嘉嗣委員長
　⑥ロータリー財団担当者による活動計画
　　　上総ＲＣ　ロータリー財団委員会　三浦　章委員長
　　　君津ＲＣ　ロータリー財団委員会　内藤智介委員長
　⑦米山奨学会担当者による活動計画
　　　上総ＲＣ　米山記念奨学会委員会　田丸方敏委員長
　　　君津ＲＣ　米山記念奨学会委員会　時下俊一委員長
　⑧ガバナー講評
　　　寺嶋哲生ガバナー
第２部
　①直前会長によるクラブの課題と対策案
　　　君津ＲＣ　鈴木荘一直前会長
　　　上総ＲＣ　鳥井正俊直前幹事
　②塾ガバナー講評
　　　寺嶋哲生ガバナー
第３部
　クラブからの質疑とガバナーによる応答
15時10分
４．閉会の言葉
　　　上総ＲＣ　梅原正一会長エレクト

上総ＲＣ・君津ＲＣ　合同懇親会　プログラム
会　場：ホテル千成　３Ｆ
司　会：君津ＲＣ　荒井潤一郎幹事
15時20分
１．開会のことば
　　　上総ＲＣ　野村進一会長
２．来賓挨拶
　　　国際ロータリー第2790地区　寺嶋哲生ガバナー
３．乾　杯
　　　君津ＲＣ　秋元秀夫パストガバナー
16時20分
４．中締め
　　　君津ＲＣ　隈元雅博会長

ニコニコＢＯＸ
国際ロータリー2790地区ガバナー
寺嶋様を始めとする、地区役員の
皆様、野村会長を始めとする上総
ＲＣの役員、メンバーの皆様、本
日はありがとうございました。こ
れからも、皆様と共に地域貢献と
世界平和活動を推進してまいりま
す。今後ともご指導ご鞭撻の程、
よろしくお願いいたします！
～Think Glocal～（シンク グロー
カル）「地域貢献と世界平和活動
の両立」を共に目指して行動しま
しょう！
ガバナー、ガバナー補佐、会長、
幹事ありがとうございました。お
話しを頂いた内容を参考に楽しく
居心地の良いクラブになる様にこ
れからもロータリー活動頑張りま
す。
寺嶋ガバナー、ご苦労様。日頃は
当クラブへの格別なご配慮ありが
たく感謝いたして居ります。
本日は寺嶋哲夫ガバナー様、神野
美明地区幹事長様、風澤俊夫地区
幹事様、内田稔ガバナー補佐様、
ご来訪あちがとうございます。ま
た、クラブ運営について、貴重な
ご助言を頂きありがとうございま
す。
上総ＲＣとの合同例会、寺嶋ガバ
ナーを迎えての合同クラブ協議
会、本日はありがとうございまし
た。
皆様、こんにちは！！上総ＲＣの皆
様、本日はお越し頂きありがとう
ございます。
今朝、起きたらひざが痛くてたま
りません。金曜日にゴルフがある
ので、玄々堂で治してもらいま
す。
寺嶋ガバナー、神野地区幹事長、
内田ガバナー補佐、ご来訪ありが
とうございます。ご指導よろしく
お願いします。
寺嶋ガバナー、神野幹事長、内田
ガバナー補佐、ご来訪ありがとう
ございます。上総ＲＣの皆さんも
ようこそ君津ＲＣへ。本日はご指
導よろしくお願いいたします。

本日のガバナー公式訪問にあた
り、合同例会に君津の地においで
くださりありがとうございます。
寺嶋ガバナー、卓話ありがとうご
ざいました。君津ＲＣは女性会員
が４名です。会員増強、女性会員
２名増員目標に向け、お声掛けし
ています。そしてそして、私！お
ばあちゃんになりました。初孫が
生まれました。孫は可愛いです
ね。天使です。
寺嶋ガバナー、神野地区幹事長、
内田ガバナー補佐、本日はありが
とうございました。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、ありがとうございました。
誕生祝い、ありがとうございまし
た。
週末、家族サービスで軽井沢へ
行ってきました。人があまりいな
いレイクガーデンで朝日を浴びな
がら散歩するのもいいものです。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、お忙しい中、ご来訪いただき
ありがとうございます。本日の卓
話楽しみにしております。
寺嶋ガバナー、本日はガバナー公
式訪問ありがとうございます。本
日一日宜しくお願いします。
寺嶋ガバナー、関係の皆様、上総
ロータリー野村会長、関係の皆
様、御来訪ありがとうございま
す。先週から、会社からのIpadを使
いはじめました。今までは、会社
のノートパソコン、個人Iphoneのみ
でしたが、Ipadを加えて、場面場面
に応じた最適な活用方法を見つけ
出すのにしばらく試行錯誤が必要
になりそうです。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、神野地区幹事長、風澤幹事の
ご来訪を心より歓迎します。
寺嶋様、神野様、内田様、上総Ｒ
Ｃの皆様、本日はお越し頂きあり
がとうございます。10月に入りま
した。今週末にはマジックの組合
せが決まる予定。熱いご声援を宜
しくお願いします。
前回、入会式にて入会の御承認を
いただきありがとうございまし

た。今回より活動にも正式に参加
させていただきますので、よろし
くお願い致します。
寺嶋ガバナー、神野地区幹事長、
風澤地区幹事、上総ＲＣの皆様、
本日は来訪ありがとうございま
す。あっという間に３ケ月が過ぎ
てしまいましたが、これからも共
にロータリー活動を頑張りましょ
う。
本日は寺嶋ガバナーを始め、沢山
のご来賓の方にお越し頂き有難う
御座います。この後の合同クラブ
協議会、懇親会もよろしくお願い
致します。
ご来訪の皆様、ようこそ君津ＲＣ
へ。本日はよろしくお願いしま
す。
最近始めたウォーキング継続中で
す。「脱いだらスゴイんです」を
目指して頑張ります。
上総ＲＣの皆様ようこそ君津へ！
合同クラブ協議会が盛況に進みま
すように皆様がんばりましょう。
１ケ月とちょっと振りの参加と
なってしまい、申し訳ありませ
ん。（その間に誕生祝いを頂きま
してありがとうございます）仕事
と私事とでバタバタしており、本
日も例会までの参加となってしま
います。（落ち着きましたら、
しっかり出席します）よろしくお
願いします。
皆様、ようこそ君津ロータリーへ
これからもロータリー活動がんば
ります。ありがとうございまし
た。
業務の都合でクラブ協議会及び懇
親会を欠席し申し訳ございませ
ん。
昨日、九州に戻りはじめて鍼灸と
整体をしました。疲労がとれて体
調が良くなった様に感じます。皆
さんもどうでしょうか。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補佐
お出でいただきありがとうござい
ます。また、上総ＲＣの皆様よう
こそ。初めてのガバナー公式訪問
と言う事で大変勉強となりまし
た。今後ともよろしくお願いしま

す。先日は、私の記念日ですばら
しいお花をいただきありがとうご
ざいます。妻も大変喜んで毎日気
にしています。
寺嶋ガバナー様、上総ＲＣ野村会
長様他の皆様、本日のご来訪あり
がとうございます。貴重な卓話を
いただき、上総ＲＣの皆様との連
帯を深められた事うれしく感じま
す。これからも和をもって君津・
上総の地を盛り上げていきましょ
う。
上総・君津の合同ガバナー公式訪
問の盛会を願います。寺嶋ガバ
ナー訪問、ご苦労さんです。今日
はよろしくお願い致します。
追伸：（私の記念日）結婚記念日
のお祝、有難うございます。
第2790地区寺嶋ガバナー、神野地
区幹事長、第４分区内田ガバナー
補佐、上総ＲＣ・君津ＲＣ合同ガ
バナー公式訪問、ご苦労様です。
本日はよろしくお願いします。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、神野幹事長、風澤幹事、本日
はありがとうございました。又、
上総ＲＣの皆様お世話になりまし
た。今後共宜しくお願い申し上げ
ます。

君津市総合防災訓練の様子
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吉田　正彦
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阿部　正雄
荒井潤一郎
中村　圭一
新井　正一
岡野　　祐
西山　　肇
大森　俊介
石川夕伎夫
坂本　直樹
中野　賢二

40.
2.
58.
1.
14.
4.
15.
46.
25.
11.

10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.

3
6
8
8
14
17
18
19
24
31

Ｓ.
Ｈ.
S.
Ｈ.
Ｈ.
Ｈ.
Ｈ.
S.
H.
H.

10月の私の記念日



隈元　雅博

荒井潤一郎

秋元　秀夫

永嶌　嘉嗣

岡野　　祐

村上　　進

廣田　二郎

阿部　昭広

武田富士子

大森　俊介

吉野　和弘

遠田　祐治

近藤　洋子

鈴木　荘一

倉繁　　裕

時下　俊一
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内山貴美子

佐々木昭博

内藤　智介

松井泰次郎

猪瀬　　浩

福田　順也
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谷　　浩司

中村　圭一
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黒岩　靖之

吉田　雅彦

例会日　毎週月曜日
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例会場　ホテル千成
　　　　Tel:0439-52-8511
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（敬称略）

隈元　雅博君津ＲＣ会長
君が代
奉仕の理想
寺嶋　哲生
（国際ロータリー2790地区ガバナー）
神野　美明
（国際ロータリー2790地区　地区幹事長）
風澤　俊夫
（国際ロータリー2790地区　地区幹事）
内田　　稔
（国際ロータリー2790地区　ガバナー補佐）
岡野　　祐会員

上総ＲＣ・君津ＲＣ　合同例会
Vol. 11回　　Ｎｏ.2021　　2017.10.2

会長挨拶及び報告
君津ＲＣ　隈元雅博会長　

　本日、2790地区2017－2018
年度寺嶋ガバナーを始めとす
る役員、スタッフの皆様を野
村会長率いる上総ＲＣのメン
バーと共にお迎えすることが
でき、本当にうれしく思いま
す。
 寺嶋ガバナーは柏商工会議
所、野村会長は君津商工会議
所の会頭という重責を担う中で、ＲＣにおいても
このようにご活躍されています。
 そのほか、地区役員の皆様、上総ＲＣ、また私達
君津ＲＣの会員のメンバーにおかれましても、そ
れぞれ企業や他団体の役を担っている方が多数い
らっしゃいます。そのような中で、これだけ多く
の皆さんにご参加いただいたことに改めて御礼申
し上げます。
 大切な仲間である皆さまと共に、このＲＣの貴重

な時間を１分１秒も無駄にすることなく、地域貢
献と世界平和活動につながる話し合いや、懇親を
深め、ひいては、この機会に新たな友情が生まれ
ることを祈念しまして、開催地会長のご挨拶とさ
せていただきます。
 一人のロータリアンとして、地域貢献と世界平和
を目指すロータリーの仲間として、皆が平和に暮
らしていける世の中を実現するために、共にロー
タリー活動を行っていきましょう！

報　　告
１．９月25日に第４回定例理事会議が開催されま
したので報告致します。
１）会計報告　＊承認
　９月分の実績を集計後、資料を作成し１０月
に理事へ配布する
２）指名委員会開催について　＊承認
　①日　時：10月30日（月）11 時 30 分～（例会前）
　②委員長：鈴木直前会長
　③メンバー：パスト会長５名＋会長・副会長・幹事・
　　　　　会長エレクト

宮本・釼持・川名・黒岩・鈴木・隈元・
早見・荒井・永嶌　計９名

３）新入会員について　＊承認
　北見洋司（75歳）君津ビジネスサービス㈱　
＊11月６日（月）入会予定
　職業分類：事務用品販売
　推薦者：西山会員
４）新入会員の委員会所属について　＊承認
　本日入会する坂本直樹会員⇒親睦委員会
５）出前教室について　＊承認
　職業奉仕委員会より
　周西中より出前教室日程の希望あり（12月18
日or１月12日希望）
　12月18日（月）午前中に開催（時間等詳細に
ついては、中学校と調整中）
＊八重原中は１月、周西小は２月を予定して
います。

　日程が決まり次第報告致します。
６）枝豆収穫祭について　＊承認
　社会奉仕委員会より

10月14日、15日の両日とも雨の場合は、イベ
ントは中止。
翌週は、きみつ秋花火などイベントがあり、
豚汁などの用意が困難なため、枝豆は期間を
決め会員が収穫。残ったものは業者に依頼し
収穫する。
７）駅前花壇の花植えについて　＊承認
　プラン・見積もりについて異議なし
８）11月20日（月）の例会について＊承認
　夜間例会に変更。例会であるため会費をとる
のはどうか？という意見があるので、今年度
は1,000円会費を下げ7,000円とする。
９）スリランカブロジェクトについて　＊承認
　国際奉仕委員会より
①35万円の予算のうち20万円程度を浄水器へ
充当する（詳細は次回報告）
②スリランカでの寄贈式へは大住委員長・鈴
木直前会長が出席する

10）その他
①木更津東ＲＣ創立50周年記念式典
　平成30年５月19日（土）
②ガバナー公式訪問、ガバナー・幹事長・幹
事・ガバナー補佐へのお土産は上総のお酒
②上総ＲＣ会員へのお悔やみ電報について
　交流の深いクラブの現役会員のため、クラ
ブよりお悔やみ電報を会長名・会員一同に
て送りました。

２．寺嶋ガバナーより鈴木直前会長へ委嘱状をお
渡しします。

幹　事　報　告
君津ＲＣ　荒井潤一郎幹事　

１．君津特別支援学校にて10月７日に文化祭「君
特スマイルフェスタ」が開催されます。岡野幹
事が出席します。宜しくお願いします。
　　同じく君津特別支援学校にて10月16日に
「1000ケ所ミニ集会」が開催されます。こちら
は私（荒井幹事）が出席します。
２．親子体験枝豆収穫祭が開催されます。
　　　日　時：10月14日（土）
　　　場　所：君津市三船山畑他
　　14日が荒天の場合は、15日（日）実施。15日
も荒天の場合は収穫祭は中止とし、期間を決め
て会員で収穫します。なお、収穫しきれない場
合は業者に委託します。不明な点は、事務局ま
でお問合せ下さい。
３．東京神宮ＲＣ主催の明治神宮の清掃奉仕が行
われます。
　　　日　時：10月18日（水）

　　　場　所：明治神宮
　　　集　合：10時50分
　　詳細については、回覧致します。出欠につい
てご記入お願いします。

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報・第４分区週報につきまして
は、次回例会時に回覧します。
２．明治神宮清掃奉仕のご案内
３．きみつ秋花火2017　前日の協力及び当日の協
力・翌日清掃協力について
４．家族親睦ボウリング大会の出欠の案内
５．「駅前花壇花植え準備作業（花抜き）」及び
「駅前花壇花植え作業」の出欠の案内
６．第６回日台ロータリー親善会議の出欠の案内

〈配布物〉
１．ガバナー公式訪問次第

上総ＲＣ会長挨拶
上総ＲＣ　野村進一会長　

◎皆さんこんにちは。本日
は、君津．上総ガバナー公
式訪問合同例会日です。始
めに寺嶋ガバナーを始め地
区幹事長の神野様．地区幹
事の風澤様．第四分区ガバ
ナー補佐の内田様に於かれ
ましては大変お忙しい中に
も関わりませずご来訪いた
だき誠にありがとうございました。一同感謝申
し上げます。
◎挨拶の前に、去る９月20日にご逝去されまし
た、当クラブ会員でありました田中伸之介様の
お通夜．告別式には、沢山の会員からの弔問を
いただき故人に代わって感謝申し上げます。あ
りがとうございました。
◎９月24日（日）、平成29年度君津市総合防災訓
練が君津市松丘スポーツ広場で行われ、君津市
防火安全協会の来賓として参加してまいりまし
た。君津市長を始め、地元住民を中心に約1,000
名の参加があり、特に消防．警察．自衛隊連携
による災害救助訓練は素晴らしい活動でした。
◎参加して改めて必要性を感じたのは、災害直
後、ライフラインの復旧までは、何が無くても
飲料水の確保が一番大切であり、食料は少しの
間食べなくても生きられそうですが、水は無理
で普段から備蓄飲料水の必要性は急務でありま
す。ここ数年、地球の温暖化の影響で、嘗て経
験したことのない「何十年に一度」の割合で大

規模災害が起こっています。そんな中での地域
を挙げての非常時に備える日頃からの命を守る
ための訓練は大切だと思いました。私も災害に
備えて携帯のストラップに常時笛を着けていま
す。

◎本日のロータリーについては、毎週例会毎に
「４つのテスト」や奉仕の理想［理念］につい
て説明を行い、今日は５大奉仕についてお話す
る予定でしたが、合同例会の為と時間の都合
上、来週からに予定したいと思いますので、ど
うか楽しみにしていて下さい。

委　員　会　報　告
親　睦　委　員　会
10月の誕生祝・私の記念日

プ　ロ　グ　ラ　ム
国際ロータリー第2790地区寺嶋哲生ガバナー卓話
テーマ「地区運営に当たって」

国際ロータリー第2790地区　
寺嶋哲生ガバナー　

　本年度ガバナーを仰せつ
かっております寺嶋でござい
ます。本日は、上総ＲＣ、君
津ＲＣの合同例会に出席させ
ていただき、大変光栄に存じ
ます。この卓話では、ＲＩ会
長テーマや私の運営方針な
ど、只今私の思うところを
縷々お話し申し上げます。
　始めに、2017－18年度、ＲＩ会長テーマについ
て、話を申し上げます。イアン・ライズリー会長
が公表された会長テーマは、英文においては
「Rotary : Making a Difference」、日本語訳では
「ロータリー：変化をもたらす」でございまし
た。このテーマをどう解釈すべきであるか。ライ
ズリー会長の記された文章や講演から、会長はこ
のテーマを通じて次の三つの事柄について言及し
ていると思います。一つ目は、RIが推奨してきた
世界有数のボランティア団体を目指すとする方向
性を、会長自らも継承し、推進するという事。二
つ目は、その為に、私達ロータリアンには実践
的・具体的な奉仕プロジェクトを強く推奨すると
いう事。三つ目は、その奉仕プロジェクトは、決

して自己満足に終始することなく、受益者の人生
や境遇を変える結果を伴うものとすべき事。ライ
ズリー会長の真意はこのようなものであると、私
は理解致しました。
　さて、実践的な奉仕プロジェクトを推奨し、か
つ、柔軟性を導入したＲＩですが、しかし私は職
業倫理を中心とした奉仕の理念を決して忘れた訳
ではないと考えております。昨年名古屋で行われ
た情報研究会において、前ＲＩ会長であるジョ
ン・ジャーム氏は、「2016年の規定審議会におい
て、ロータリーの運営方法については大幅な柔軟
性が認められた。しかし、ロータリーの目的や中
核的価値観には全くの変更はなく、ロータリーの
本質は些かも変わっていない。」と述べられてお
ります。同様の発言は、先の国際協議会におい
て、ライズリー会長もされております。
　では、今後のＲＣは、どのような存在意義を持
つのか。私の地区運営の基本的な考え方をご説明
する前に、只今日本が置かれた時代背景から考え
てみたいと思います。まずは、日本のマクロ経済
の動向から、ロータリーを考えます。
　只今の日本政府の累積債務が、1000兆円を超
え、GDPの２倍を超える水準にまで拡大している
事。これは、皆様ご承知の通りです。2015年の春
でありましたが、当時自民党の政調会長であった
稲田氏は、2020年までにプライマリーバランスが
均衡できない場合、日本政府は実質的な財政破綻
状態に陥る可能性があると発言されております。
では、只今の日本のプライマリーバランスは、ど
のような状況にあるのか。財務省の試算によれ
ば、仮に消費税率を10％に引き上げ、名目で
３％、実質で２％の経済成長を達成したとして
も、なお８兆円が不足するとの事であります。そ
して現実は、消費税率を８％に上げただけにも関
わらず、現在の経済成長率は３％成長には程遠
い。稲田氏の見解が正しいとすれば日本は実質的
な財政破綻状態に陥る事になってしまいます。私
は、ここ最近、日本の財政に対する危機が、殆ど
語られなくなったという印象がありますが、その
事が逆に事態の深刻さを物語っているように思え
てなりません。
　とすれば、今後の日本で起きるであろう経済的
な逆境にあって、否応なく輝きを増すのは、ポー
ル・ハリスの標榜したロータリーでありましょ
う。ポール・ハリスに、あなたは何故ロータリー
を作ったのですか、と問うたところ、「寂しかっ
たから」と答えたという有名なエピソードがあり
ます。恐らくポール・ハリスが欲したものは、信
頼できるコミュニティーではなかったか。殺伐と
した時代に在って、安らぎを感じられる人間関

係。そんな、安心できるコミュニティーを欲して
いたのだと思います。ロータリー創世記にあった
得難い存在感、それが再び重要性を増す、私はそ
んな風に感じております。逆境にあってこそ存在
意義を増す、ＲＣとはそんな存在であると私は考
えております。
　次に、今後の人口動態から、戦略計画の重要性
について考えてみたいと思います。既に、只今の
日本の総人口が減少に転じている事は、皆様ご承
知の通りです。問題は、総人口の減少のみなら
ず、それを上回る速度で進む生産年齢人口の減少
と、高齢化の問題でございます。只今の世代別の
人口分布を見れば、70歳を目前に控えた団塊世代
が、ひときわ大きく突出をし、その次のピークは
只今40歳前後の世代、いわゆる団塊ジュニアで
す。団塊・団塊ジュニアに続く、第三のピークは
存在しておりません。すなわち、団塊ジュニアが
死ぬまで、この歪んだ人口分布が解消される事は
ない。つまり、解消までに40年近い歳月が必要で
ある事になります。
　生産年齢人口を非生産年齢人口で除した数字。
これが２を超えている状態を、人口ボーナスと呼
ぶそうです。嘗ての日本の高度経済成長期が、ま
さに人口ボーナス期でありました。「成長は全て
を覆い隠す」という格言がありますが、確かに高
度経済成長期は、殆どの投資が肯定された時代で
した。しかし、只今のような人口オーナス、ダウ
ンサイジングの時代には、問題を放置すれば傷口
は更に広がる。すなわち、時が解決してくれない
時代であると言えましょう。ロータリーも、例外
ではありません。不作為は、すなわち衰退を意味
します。RIが推奨するように、戦略計画が必要と
なる時代に入ったと言うべきでありましょう。
　理想的には、地区内の全クラブが、夫々に個性
あふれるクラブを目指し、独自の戦略計画を立案
して実行する。将来的には、こんな状況を目指す
べきでありましょう。とすれば、まず取り組むべ
きは、夫々のクラブが問題点を抽出し、課題を明
確にして、会員相互に共有する。それを端緒に戦
略計画の糸口として、将来的な戦略計画立案に向
けて一歩を踏み出す。本年度は、そんな一年とさ
れては如何でありましょうか。
　私は、只今現在、継続性を担保する合意形成の
手法が未整備である事。それが、2790地区の課題
であると考えております。地区においても、本年
は、戦略計画を立案する為のスキームを作る事。
それが大切であると、私は考えております。で
は、どう対応したら宜しいのか。次に、2017－18
年度の地区運営に当たり、留意すべき基本的な考
え方について、三つの視点から考察を試みます。

　第一の視点は、理念と実践です。かの決議23－
34が採択される前夜は、職業倫理を重視し、奉仕
活動においては、隠匿の美を是とする理念派。そ
して、金銭的奉仕や身体的奉仕といった、実践的
な奉仕活動を是とする実践派。この理念派と実践
派が、その対立を深めていたと聞き及びます。
ロータリークラブの設立が1905年でありますの
で、設立から僅か18年目の出来事です。加えて、
メルビン・ジョーンズによるライオンズクラブの
設立が1917年でありますので、ロータリーは創立
後の間もない時期から、この二つのスタンスに介
在するジレンマと対峙していたのだと言えましょ
う。
　只今のＲＩは、世界有数のボランティア団体を
目指し、DLPやCLPを推奨しております。しかし
その方向性に対しては、ロータリーの根幹を成す
べき職業倫理を軽んじているとの批判を間々耳に
致します。他方、実践派からは、理念にのみ拘泥
されるスタンスは、もはや世界の潮流に逆行し、
頑なな姿勢はロータリーの衰退に繋がるとの批判
もあるようです。
　では、これらの見解やスタンスの相違をどう咀
嚼し、どう解釈したら良いのか。結論から申し上
げるなら、私はこの事自体が、ロータリーの健全
さを端的に示す証であると考えます。どちらのス
タンスも、共にロータリーに対して真摯に向き合
う姿勢の結果であり、健全な自己批判の現れであ
る。更に私見を加えるなら、この二者は決して択
一でなく、共存が可能である。理念を掲げ、同時
に実践を示す事は、ロータリーを有意義ならしめ
る事こそあれ、名誉を損なうものではない。理念
は実践を否定せず、実践は理念を否定しない。私
は、そのように考えます。
　第二の視点は、事業と運営です。平成20年から
施行された公益法人の認可基準によれば、財団や
社団が公益性を認定される基準として、「公益目
的事業比率」という概念が提示されました。公益
法人の支出する公益事業費は、運営費を加えた経
常的支出に対し、50％を超えていなければならな
いというルールです。そもそも公益事業とは、
「不特定かつ多数の福祉の向上に資するもの」と
定義されます。ですから、例えばロータリーの行
う親睦事業。この受益者は会員自身という事です
ので、不特定多数ではありません。従って、これ
は共益的な事業であって、公益事業としては認め
られない事になります。ロータリーの行う社会奉
仕や国際奉仕・青少年奉仕といった奉仕プロジェ
クト、加えてロータリー財団や米山奨学会に掛か
る事業費が、公益事業費として認められる事にな
ります。

　勿論、ＲＣは法人化されていない任意団体であ
りますし、公益性の認定を目指している訳ではあ
りません。そもそも、会員間の親睦といった共益
的事業も、極めて重要な事業の柱の一つでありま
すから、公益目的事業比率を50％以上にすべき蓋
然性はありません。しかし、ＲＩが世界有数のボ
ランティア団体を目指しているのであれば、私達
の支出する会費の使われ方が、幾許かでも公益的
に使われる比率を高める。そんな意識は、大切で
あると考えます。
　第三の視点は、継続と革新です。決議23－34の
第４項「奉仕する者は行動しなければならない」
から始まる条文には、「いずれのＲＣも、毎年
度、何か一つの主だった社会奉仕活動を、それも
毎年度異なっていて、できればその会計年度内に
完了できるようなものを後援する事が望ましい」
と記されており、単年度主義が明確です。また第5
項には、「いかなるクラブも、ロータリーの目的
を無視したり、ＲＣ結成の本来の目的を危うくす
るような社会奉仕活動を行ってはならない」と記
されており、この文章を始めとする決議23－34に
散りばめられた精神は、ロータリーを志す人間の
姿勢を明確にし、職業人として取り組むべきは自
らのスキルを活かした職業倫理の実践であるべき
であるとし、金銭的身体的な奉仕活動はアマチュ
アリズムの限界を正しく認識して取り組むべきで
あるとの内容を謳っている様に思います。私は、
この事には、この上なく良質なロータリーの節度
を感じます。私は、職業こそが最大の社会貢献で
あると考えておりますゆえ、この精神には、深く
感銘し共感を覚えます。恐らくは、日本のロータ
リアンが薫陶を受け、今なお敬愛するロータリー
とは、このような存在であったのだと思われま
す。
　しかしながら、近年のＲＩの目指す方向性は、
陰徳の美から陽徳の団体への変質を求めており、
更には戦略計画委員会の設置が推奨されるなど、
事業の継続性が推奨され始めております。実際、
ポリオプラスに代表されるロータリー財団の行う
各種事業は、単年度では全く意味をなさない壮大
な事業である。まさに、継続は力なりを体現す
る、プロフェッショナリズムに満ちた奉仕活動で
あります。先に開催された国際協議会において
も、ＲＩ会長は繰り返し「持続可能性と継続」に
ついて口述されておりました。私は、「持続可能
性」とは自律的に継続可能となる事業の質につい
ての概念である。一方「継続」とは、事業の効果
を高めるためのリーダーシップの継続を意味して
いるものと理解致します。いずれにせよ、RIは従
来の単年度主義を超え、より責任を伴う奉仕プロ

ジェクトを要求しているものと感じますが、如何
でありましょうか。
　最後に、地区の戦略計画委員会について、お話
を申し上げます。先に、人口動態と戦略計画につ
いてお話申し上げましたが、人口減少期において
は、不作為は事業の衰退を意味致します。しか
し、永年、単年度主義を旨として来たロータリー
ですから、複数年度に渡る事業継続の意思決定方
法が、未整備であると考えます。それは、2790地
区においても例外ではなく、故に、戦略計画委員
会を恒常的に機能させ、地区の戦略計画に反映さ
せる事。それが、私の最も重要なミッションであ
ると考えております。
　私の考える地区戦略計画委員会は、ガバナー・
ガバナーエレクト・ガバナーノミニー・ガバナー
ノミニーデジグネイト・直前ガバナー・前前年ガ
バナーより構成される委員会とし、必要に応じ
て、実務レベルの検討を行う委員を任命致しま
す。地区において、単年度では意味をなさない事
業計画や、一年間で合議に達する事が難しい改変
等を審議立案する事を目途と致します。当面の課
題として、櫻木年度において提起された、分区の
再編・地区事務所の設置、および、地区の法人化
を検討したいと考えます。どれもが、賛否両論あ
る重要な命題です。短兵急に結論を導くのは、適
切ではありません。であるが故に、情報を集めて
課題を整理し、得失を明らかにして合意を形成
し、最終的な是非を判断する。そんな機能を有す
る戦略計画委員会が、必要であると考える次第で
す。
　以上、初めにRI会長テーマ、次いでマクロ経済
から考えるロータリーの存在意義と、人口動態か
ら見た戦略計画の必要性をお話し、合わせて私の
運営方針について基本的な考え方をご説明申し上
げました。本年度、上総ＲＣ、君津ＲＣの活動が
実り多いものとなります事を心より祈念し、私の
卓話とさせて頂きます。ご清聴に感謝申し上げま
す。

上総ＲＣ・君津ＲＣ　合同クラブ協議会　プログラム
会　場：ホテル千成
司　会：上総ＲＣ　田中喜博幹事
13時40分
１．開会のことば
　　　君津ＲＣ　永蔦嘉嗣会長エレクト　
２．来賓紹介
　　　上総ＲＣ　野村進一会長　
３．出席者紹介
　　　上総ＲＣ　田中喜博幹事　
　　　君津ＲＣ　荒井潤一郎幹事　

４．ガバナー補佐挨拶
　　　内田　稔ガバナー補佐　
第１部
　①会長によるクラブ運営方針
　　　上総ＲＣ　野村進一会長
　　　君津ＲＣ　隈元雅博会長
　②親睦活動担当者による活動案
　　　上総ＲＣ　フェローシップ親睦担当　沖津光久委員
　　　君津ＲＣ　親睦委員会　佐々木博昭委員長
　③研修担当者による研修計画
　　　上総ＲＣ　管理運営委員会　白熊　大委員長
　　　君津ＲＣ　小幡　倖研修リーダー
　④会員増強担当者による増強計画
　　　上総ＲＣ　会員増強・退会防止委員会　山田弘一委員長
　　　君津ＲＣ　会員増強委員会　永嶌嘉嗣委員長
　⑤奉仕プロジェクト担当者による実施計画
　　　上総ＲＣ　社会奉仕委員会　松井敏郎委員長
　　　君津ＲＣ　奉仕プロジェクト委員会　永嶌嘉嗣委員長
　⑥ロータリー財団担当者による活動計画
　　　上総ＲＣ　ロータリー財団委員会　三浦　章委員長
　　　君津ＲＣ　ロータリー財団委員会　内藤智介委員長
　⑦米山奨学会担当者による活動計画
　　　上総ＲＣ　米山記念奨学会委員会　田丸方敏委員長
　　　君津ＲＣ　米山記念奨学会委員会　時下俊一委員長
　⑧ガバナー講評
　　　寺嶋哲生ガバナー
第２部
　①直前会長によるクラブの課題と対策案
　　　君津ＲＣ　鈴木荘一直前会長
　　　上総ＲＣ　鳥井正俊直前幹事
　②塾ガバナー講評
　　　寺嶋哲生ガバナー
第３部
　クラブからの質疑とガバナーによる応答
15時10分
４．閉会の言葉
　　　上総ＲＣ　梅原正一会長エレクト

上総ＲＣ・君津ＲＣ　合同懇親会　プログラム
会　場：ホテル千成　３Ｆ
司　会：君津ＲＣ　荒井潤一郎幹事
15時20分
１．開会のことば
　　　上総ＲＣ　野村進一会長
２．来賓挨拶
　　　国際ロータリー第2790地区　寺嶋哲生ガバナー
３．乾　杯
　　　君津ＲＣ　秋元秀夫パストガバナー
16時20分
４．中締め
　　　君津ＲＣ　隈元雅博会長

ニコニコＢＯＸ
国際ロータリー2790地区ガバナー
寺嶋様を始めとする、地区役員の
皆様、野村会長を始めとする上総
ＲＣの役員、メンバーの皆様、本
日はありがとうございました。こ
れからも、皆様と共に地域貢献と
世界平和活動を推進してまいりま
す。今後ともご指導ご鞭撻の程、
よろしくお願いいたします！
～Think Glocal～（シンク グロー
カル）「地域貢献と世界平和活動
の両立」を共に目指して行動しま
しょう！
ガバナー、ガバナー補佐、会長、
幹事ありがとうございました。お
話しを頂いた内容を参考に楽しく
居心地の良いクラブになる様にこ
れからもロータリー活動頑張りま
す。
寺嶋ガバナー、ご苦労様。日頃は
当クラブへの格別なご配慮ありが
たく感謝いたして居ります。
本日は寺嶋哲夫ガバナー様、神野
美明地区幹事長様、風澤俊夫地区
幹事様、内田稔ガバナー補佐様、
ご来訪あちがとうございます。ま
た、クラブ運営について、貴重な
ご助言を頂きありがとうございま
す。
上総ＲＣとの合同例会、寺嶋ガバ
ナーを迎えての合同クラブ協議
会、本日はありがとうございまし
た。
皆様、こんにちは！！上総ＲＣの皆
様、本日はお越し頂きありがとう
ございます。
今朝、起きたらひざが痛くてたま
りません。金曜日にゴルフがある
ので、玄々堂で治してもらいま
す。
寺嶋ガバナー、神野地区幹事長、
内田ガバナー補佐、ご来訪ありが
とうございます。ご指導よろしく
お願いします。
寺嶋ガバナー、神野幹事長、内田
ガバナー補佐、ご来訪ありがとう
ございます。上総ＲＣの皆さんも
ようこそ君津ＲＣへ。本日はご指
導よろしくお願いいたします。

本日のガバナー公式訪問にあた
り、合同例会に君津の地においで
くださりありがとうございます。
寺嶋ガバナー、卓話ありがとうご
ざいました。君津ＲＣは女性会員
が４名です。会員増強、女性会員
２名増員目標に向け、お声掛けし
ています。そしてそして、私！お
ばあちゃんになりました。初孫が
生まれました。孫は可愛いです
ね。天使です。
寺嶋ガバナー、神野地区幹事長、
内田ガバナー補佐、本日はありが
とうございました。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、ありがとうございました。
誕生祝い、ありがとうございまし
た。
週末、家族サービスで軽井沢へ
行ってきました。人があまりいな
いレイクガーデンで朝日を浴びな
がら散歩するのもいいものです。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、お忙しい中、ご来訪いただき
ありがとうございます。本日の卓
話楽しみにしております。
寺嶋ガバナー、本日はガバナー公
式訪問ありがとうございます。本
日一日宜しくお願いします。
寺嶋ガバナー、関係の皆様、上総
ロータリー野村会長、関係の皆
様、御来訪ありがとうございま
す。先週から、会社からのIpadを使
いはじめました。今までは、会社
のノートパソコン、個人Iphoneのみ
でしたが、Ipadを加えて、場面場面
に応じた最適な活用方法を見つけ
出すのにしばらく試行錯誤が必要
になりそうです。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、神野地区幹事長、風澤幹事の
ご来訪を心より歓迎します。
寺嶋様、神野様、内田様、上総Ｒ
Ｃの皆様、本日はお越し頂きあり
がとうございます。10月に入りま
した。今週末にはマジックの組合
せが決まる予定。熱いご声援を宜
しくお願いします。
前回、入会式にて入会の御承認を
いただきありがとうございまし

た。今回より活動にも正式に参加
させていただきますので、よろし
くお願い致します。
寺嶋ガバナー、神野地区幹事長、
風澤地区幹事、上総ＲＣの皆様、
本日は来訪ありがとうございま
す。あっという間に３ケ月が過ぎ
てしまいましたが、これからも共
にロータリー活動を頑張りましょ
う。
本日は寺嶋ガバナーを始め、沢山
のご来賓の方にお越し頂き有難う
御座います。この後の合同クラブ
協議会、懇親会もよろしくお願い
致します。
ご来訪の皆様、ようこそ君津ＲＣ
へ。本日はよろしくお願いしま
す。
最近始めたウォーキング継続中で
す。「脱いだらスゴイんです」を
目指して頑張ります。
上総ＲＣの皆様ようこそ君津へ！
合同クラブ協議会が盛況に進みま
すように皆様がんばりましょう。
１ケ月とちょっと振りの参加と
なってしまい、申し訳ありませ
ん。（その間に誕生祝いを頂きま
してありがとうございます）仕事
と私事とでバタバタしており、本
日も例会までの参加となってしま
います。（落ち着きましたら、
しっかり出席します）よろしくお
願いします。
皆様、ようこそ君津ロータリーへ
これからもロータリー活動がんば
ります。ありがとうございまし
た。
業務の都合でクラブ協議会及び懇
親会を欠席し申し訳ございませ
ん。
昨日、九州に戻りはじめて鍼灸と
整体をしました。疲労がとれて体
調が良くなった様に感じます。皆
さんもどうでしょうか。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補佐
お出でいただきありがとうござい
ます。また、上総ＲＣの皆様よう
こそ。初めてのガバナー公式訪問
と言う事で大変勉強となりまし
た。今後ともよろしくお願いしま

す。先日は、私の記念日ですばら
しいお花をいただきありがとうご
ざいます。妻も大変喜んで毎日気
にしています。
寺嶋ガバナー様、上総ＲＣ野村会
長様他の皆様、本日のご来訪あり
がとうございます。貴重な卓話を
いただき、上総ＲＣの皆様との連
帯を深められた事うれしく感じま
す。これからも和をもって君津・
上総の地を盛り上げていきましょ
う。
上総・君津の合同ガバナー公式訪
問の盛会を願います。寺嶋ガバ
ナー訪問、ご苦労さんです。今日
はよろしくお願い致します。
追伸：（私の記念日）結婚記念日
のお祝、有難うございます。
第2790地区寺嶋ガバナー、神野地
区幹事長、第４分区内田ガバナー
補佐、上総ＲＣ・君津ＲＣ合同ガ
バナー公式訪問、ご苦労様です。
本日はよろしくお願いします。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、神野幹事長、風澤幹事、本日
はありがとうございました。又、
上総ＲＣの皆様お世話になりまし
た。今後共宜しくお願い申し上げ
ます。

君津市総合防災訓練の様子

茂田　秀和
吉田　正彦
吉野　和弘
川名　正志
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10月の誕生祝

阿部　正雄
荒井潤一郎
中村　圭一
新井　正一
岡野　　祐
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大森　俊介
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10月の私の記念日



隈元　雅博

荒井潤一郎

秋元　秀夫

永嶌　嘉嗣

岡野　　祐

村上　　進

廣田　二郎

阿部　昭広

武田富士子

大森　俊介

吉野　和弘

遠田　祐治

近藤　洋子

鈴木　荘一

倉繁　　裕

時下　俊一

西山　　肇

坂本　直樹

内山貴美子

佐々木昭博

内藤　智介

松井泰次郎

猪瀬　　浩

福田　順也

谷口　弘志

谷　　浩司

中村　圭一

阿部　正雄

黒岩　靖之

吉田　雅彦

例会日　毎週月曜日
　　　　12:30PM～13:30PM
例会場　ホテル千成
　　　　Tel:0439-52-8511

事務局
〒299-1144君津市東坂田1-3-3-304
Tel:0439-52-8882
Fax:0439-20-8880
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国際ロータリー第2790地区
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（敬称略）

隈元　雅博君津ＲＣ会長
君が代
奉仕の理想
寺嶋　哲生
（国際ロータリー2790地区ガバナー）
神野　美明
（国際ロータリー2790地区　地区幹事長）
風澤　俊夫
（国際ロータリー2790地区　地区幹事）
内田　　稔
（国際ロータリー2790地区　ガバナー補佐）
岡野　　祐会員

上総ＲＣ・君津ＲＣ　合同例会
Vol. 11回　　Ｎｏ.2021　　2017.10.2

会長挨拶及び報告
君津ＲＣ　隈元雅博会長　

　本日、2790地区2017－2018
年度寺嶋ガバナーを始めとす
る役員、スタッフの皆様を野
村会長率いる上総ＲＣのメン
バーと共にお迎えすることが
でき、本当にうれしく思いま
す。
 寺嶋ガバナーは柏商工会議
所、野村会長は君津商工会議
所の会頭という重責を担う中で、ＲＣにおいても
このようにご活躍されています。
 そのほか、地区役員の皆様、上総ＲＣ、また私達
君津ＲＣの会員のメンバーにおかれましても、そ
れぞれ企業や他団体の役を担っている方が多数い
らっしゃいます。そのような中で、これだけ多く
の皆さんにご参加いただいたことに改めて御礼申
し上げます。
 大切な仲間である皆さまと共に、このＲＣの貴重

な時間を１分１秒も無駄にすることなく、地域貢
献と世界平和活動につながる話し合いや、懇親を
深め、ひいては、この機会に新たな友情が生まれ
ることを祈念しまして、開催地会長のご挨拶とさ
せていただきます。
 一人のロータリアンとして、地域貢献と世界平和
を目指すロータリーの仲間として、皆が平和に暮
らしていける世の中を実現するために、共にロー
タリー活動を行っていきましょう！

報　　告
１．９月25日に第４回定例理事会議が開催されま
したので報告致します。
１）会計報告　＊承認
　９月分の実績を集計後、資料を作成し１０月
に理事へ配布する
２）指名委員会開催について　＊承認
　①日　時：10月30日（月）11 時 30 分～（例会前）
　②委員長：鈴木直前会長
　③メンバー：パスト会長５名＋会長・副会長・幹事・
　　　　　会長エレクト

宮本・釼持・川名・黒岩・鈴木・隈元・
早見・荒井・永嶌　計９名

３）新入会員について　＊承認
　北見洋司（75歳）君津ビジネスサービス㈱　
＊11月６日（月）入会予定
　職業分類：事務用品販売
　推薦者：西山会員
４）新入会員の委員会所属について　＊承認
　本日入会する坂本直樹会員⇒親睦委員会
５）出前教室について　＊承認
　職業奉仕委員会より
　周西中より出前教室日程の希望あり（12月18
日or１月12日希望）
　12月18日（月）午前中に開催（時間等詳細に
ついては、中学校と調整中）
＊八重原中は１月、周西小は２月を予定して
います。

　日程が決まり次第報告致します。
６）枝豆収穫祭について　＊承認
　社会奉仕委員会より

10月14日、15日の両日とも雨の場合は、イベ
ントは中止。
翌週は、きみつ秋花火などイベントがあり、
豚汁などの用意が困難なため、枝豆は期間を
決め会員が収穫。残ったものは業者に依頼し
収穫する。
７）駅前花壇の花植えについて　＊承認
　プラン・見積もりについて異議なし
８）11月20日（月）の例会について＊承認
　夜間例会に変更。例会であるため会費をとる
のはどうか？という意見があるので、今年度
は1,000円会費を下げ7,000円とする。
９）スリランカブロジェクトについて　＊承認
　国際奉仕委員会より
①35万円の予算のうち20万円程度を浄水器へ
充当する（詳細は次回報告）
②スリランカでの寄贈式へは大住委員長・鈴
木直前会長が出席する

10）その他
①木更津東ＲＣ創立50周年記念式典
　平成30年５月19日（土）
②ガバナー公式訪問、ガバナー・幹事長・幹
事・ガバナー補佐へのお土産は上総のお酒
②上総ＲＣ会員へのお悔やみ電報について
　交流の深いクラブの現役会員のため、クラ
ブよりお悔やみ電報を会長名・会員一同に
て送りました。

２．寺嶋ガバナーより鈴木直前会長へ委嘱状をお
渡しします。

幹　事　報　告
君津ＲＣ　荒井潤一郎幹事　

１．君津特別支援学校にて10月７日に文化祭「君
特スマイルフェスタ」が開催されます。岡野幹
事が出席します。宜しくお願いします。
　　同じく君津特別支援学校にて10月16日に
「1000ケ所ミニ集会」が開催されます。こちら
は私（荒井幹事）が出席します。
２．親子体験枝豆収穫祭が開催されます。
　　　日　時：10月14日（土）
　　　場　所：君津市三船山畑他
　　14日が荒天の場合は、15日（日）実施。15日
も荒天の場合は収穫祭は中止とし、期間を決め
て会員で収穫します。なお、収穫しきれない場
合は業者に委託します。不明な点は、事務局ま
でお問合せ下さい。
３．東京神宮ＲＣ主催の明治神宮の清掃奉仕が行
われます。
　　　日　時：10月18日（水）

　　　場　所：明治神宮
　　　集　合：10時50分
　　詳細については、回覧致します。出欠につい
てご記入お願いします。

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報・第４分区週報につきまして
は、次回例会時に回覧します。
２．明治神宮清掃奉仕のご案内
３．きみつ秋花火2017　前日の協力及び当日の協
力・翌日清掃協力について
４．家族親睦ボウリング大会の出欠の案内
５．「駅前花壇花植え準備作業（花抜き）」及び
「駅前花壇花植え作業」の出欠の案内
６．第６回日台ロータリー親善会議の出欠の案内

〈配布物〉
１．ガバナー公式訪問次第

上総ＲＣ会長挨拶
上総ＲＣ　野村進一会長　

◎皆さんこんにちは。本日
は、君津．上総ガバナー公
式訪問合同例会日です。始
めに寺嶋ガバナーを始め地
区幹事長の神野様．地区幹
事の風澤様．第四分区ガバ
ナー補佐の内田様に於かれ
ましては大変お忙しい中に
も関わりませずご来訪いた
だき誠にありがとうございました。一同感謝申
し上げます。
◎挨拶の前に、去る９月20日にご逝去されまし
た、当クラブ会員でありました田中伸之介様の
お通夜．告別式には、沢山の会員からの弔問を
いただき故人に代わって感謝申し上げます。あ
りがとうございました。
◎９月24日（日）、平成29年度君津市総合防災訓
練が君津市松丘スポーツ広場で行われ、君津市
防火安全協会の来賓として参加してまいりまし
た。君津市長を始め、地元住民を中心に約1,000
名の参加があり、特に消防．警察．自衛隊連携
による災害救助訓練は素晴らしい活動でした。
◎参加して改めて必要性を感じたのは、災害直
後、ライフラインの復旧までは、何が無くても
飲料水の確保が一番大切であり、食料は少しの
間食べなくても生きられそうですが、水は無理
で普段から備蓄飲料水の必要性は急務でありま
す。ここ数年、地球の温暖化の影響で、嘗て経
験したことのない「何十年に一度」の割合で大

規模災害が起こっています。そんな中での地域
を挙げての非常時に備える日頃からの命を守る
ための訓練は大切だと思いました。私も災害に
備えて携帯のストラップに常時笛を着けていま
す。

◎本日のロータリーについては、毎週例会毎に
「４つのテスト」や奉仕の理想［理念］につい
て説明を行い、今日は５大奉仕についてお話す
る予定でしたが、合同例会の為と時間の都合
上、来週からに予定したいと思いますので、ど
うか楽しみにしていて下さい。

委　員　会　報　告
親　睦　委　員　会
10月の誕生祝・私の記念日

プ　ロ　グ　ラ　ム
国際ロータリー第2790地区寺嶋哲生ガバナー卓話
テーマ「地区運営に当たって」

国際ロータリー第2790地区　
寺嶋哲生ガバナー　

　本年度ガバナーを仰せつ
かっております寺嶋でござい
ます。本日は、上総ＲＣ、君
津ＲＣの合同例会に出席させ
ていただき、大変光栄に存じ
ます。この卓話では、ＲＩ会
長テーマや私の運営方針な
ど、只今私の思うところを
縷々お話し申し上げます。
　始めに、2017－18年度、ＲＩ会長テーマについ
て、話を申し上げます。イアン・ライズリー会長
が公表された会長テーマは、英文においては
「Rotary : Making a Difference」、日本語訳では
「ロータリー：変化をもたらす」でございまし
た。このテーマをどう解釈すべきであるか。ライ
ズリー会長の記された文章や講演から、会長はこ
のテーマを通じて次の三つの事柄について言及し
ていると思います。一つ目は、RIが推奨してきた
世界有数のボランティア団体を目指すとする方向
性を、会長自らも継承し、推進するという事。二
つ目は、その為に、私達ロータリアンには実践
的・具体的な奉仕プロジェクトを強く推奨すると
いう事。三つ目は、その奉仕プロジェクトは、決

して自己満足に終始することなく、受益者の人生
や境遇を変える結果を伴うものとすべき事。ライ
ズリー会長の真意はこのようなものであると、私
は理解致しました。
　さて、実践的な奉仕プロジェクトを推奨し、か
つ、柔軟性を導入したＲＩですが、しかし私は職
業倫理を中心とした奉仕の理念を決して忘れた訳
ではないと考えております。昨年名古屋で行われ
た情報研究会において、前ＲＩ会長であるジョ
ン・ジャーム氏は、「2016年の規定審議会におい
て、ロータリーの運営方法については大幅な柔軟
性が認められた。しかし、ロータリーの目的や中
核的価値観には全くの変更はなく、ロータリーの
本質は些かも変わっていない。」と述べられてお
ります。同様の発言は、先の国際協議会におい
て、ライズリー会長もされております。
　では、今後のＲＣは、どのような存在意義を持
つのか。私の地区運営の基本的な考え方をご説明
する前に、只今日本が置かれた時代背景から考え
てみたいと思います。まずは、日本のマクロ経済
の動向から、ロータリーを考えます。
　只今の日本政府の累積債務が、1000兆円を超
え、GDPの２倍を超える水準にまで拡大している
事。これは、皆様ご承知の通りです。2015年の春
でありましたが、当時自民党の政調会長であった
稲田氏は、2020年までにプライマリーバランスが
均衡できない場合、日本政府は実質的な財政破綻
状態に陥る可能性があると発言されております。
では、只今の日本のプライマリーバランスは、ど
のような状況にあるのか。財務省の試算によれ
ば、仮に消費税率を10％に引き上げ、名目で
３％、実質で２％の経済成長を達成したとして
も、なお８兆円が不足するとの事であります。そ
して現実は、消費税率を８％に上げただけにも関
わらず、現在の経済成長率は３％成長には程遠
い。稲田氏の見解が正しいとすれば日本は実質的
な財政破綻状態に陥る事になってしまいます。私
は、ここ最近、日本の財政に対する危機が、殆ど
語られなくなったという印象がありますが、その
事が逆に事態の深刻さを物語っているように思え
てなりません。
　とすれば、今後の日本で起きるであろう経済的
な逆境にあって、否応なく輝きを増すのは、ポー
ル・ハリスの標榜したロータリーでありましょ
う。ポール・ハリスに、あなたは何故ロータリー
を作ったのですか、と問うたところ、「寂しかっ
たから」と答えたという有名なエピソードがあり
ます。恐らくポール・ハリスが欲したものは、信
頼できるコミュニティーではなかったか。殺伐と
した時代に在って、安らぎを感じられる人間関

係。そんな、安心できるコミュニティーを欲して
いたのだと思います。ロータリー創世記にあった
得難い存在感、それが再び重要性を増す、私はそ
んな風に感じております。逆境にあってこそ存在
意義を増す、ＲＣとはそんな存在であると私は考
えております。
　次に、今後の人口動態から、戦略計画の重要性
について考えてみたいと思います。既に、只今の
日本の総人口が減少に転じている事は、皆様ご承
知の通りです。問題は、総人口の減少のみなら
ず、それを上回る速度で進む生産年齢人口の減少
と、高齢化の問題でございます。只今の世代別の
人口分布を見れば、70歳を目前に控えた団塊世代
が、ひときわ大きく突出をし、その次のピークは
只今40歳前後の世代、いわゆる団塊ジュニアで
す。団塊・団塊ジュニアに続く、第三のピークは
存在しておりません。すなわち、団塊ジュニアが
死ぬまで、この歪んだ人口分布が解消される事は
ない。つまり、解消までに40年近い歳月が必要で
ある事になります。
　生産年齢人口を非生産年齢人口で除した数字。
これが２を超えている状態を、人口ボーナスと呼
ぶそうです。嘗ての日本の高度経済成長期が、ま
さに人口ボーナス期でありました。「成長は全て
を覆い隠す」という格言がありますが、確かに高
度経済成長期は、殆どの投資が肯定された時代で
した。しかし、只今のような人口オーナス、ダウ
ンサイジングの時代には、問題を放置すれば傷口
は更に広がる。すなわち、時が解決してくれない
時代であると言えましょう。ロータリーも、例外
ではありません。不作為は、すなわち衰退を意味
します。RIが推奨するように、戦略計画が必要と
なる時代に入ったと言うべきでありましょう。
　理想的には、地区内の全クラブが、夫々に個性
あふれるクラブを目指し、独自の戦略計画を立案
して実行する。将来的には、こんな状況を目指す
べきでありましょう。とすれば、まず取り組むべ
きは、夫々のクラブが問題点を抽出し、課題を明
確にして、会員相互に共有する。それを端緒に戦
略計画の糸口として、将来的な戦略計画立案に向
けて一歩を踏み出す。本年度は、そんな一年とさ
れては如何でありましょうか。
　私は、只今現在、継続性を担保する合意形成の
手法が未整備である事。それが、2790地区の課題
であると考えております。地区においても、本年
は、戦略計画を立案する為のスキームを作る事。
それが大切であると、私は考えております。で
は、どう対応したら宜しいのか。次に、2017－18
年度の地区運営に当たり、留意すべき基本的な考
え方について、三つの視点から考察を試みます。

　第一の視点は、理念と実践です。かの決議23－
34が採択される前夜は、職業倫理を重視し、奉仕
活動においては、隠匿の美を是とする理念派。そ
して、金銭的奉仕や身体的奉仕といった、実践的
な奉仕活動を是とする実践派。この理念派と実践
派が、その対立を深めていたと聞き及びます。
ロータリークラブの設立が1905年でありますの
で、設立から僅か18年目の出来事です。加えて、
メルビン・ジョーンズによるライオンズクラブの
設立が1917年でありますので、ロータリーは創立
後の間もない時期から、この二つのスタンスに介
在するジレンマと対峙していたのだと言えましょ
う。
　只今のＲＩは、世界有数のボランティア団体を
目指し、DLPやCLPを推奨しております。しかし
その方向性に対しては、ロータリーの根幹を成す
べき職業倫理を軽んじているとの批判を間々耳に
致します。他方、実践派からは、理念にのみ拘泥
されるスタンスは、もはや世界の潮流に逆行し、
頑なな姿勢はロータリーの衰退に繋がるとの批判
もあるようです。
　では、これらの見解やスタンスの相違をどう咀
嚼し、どう解釈したら良いのか。結論から申し上
げるなら、私はこの事自体が、ロータリーの健全
さを端的に示す証であると考えます。どちらのス
タンスも、共にロータリーに対して真摯に向き合
う姿勢の結果であり、健全な自己批判の現れであ
る。更に私見を加えるなら、この二者は決して択
一でなく、共存が可能である。理念を掲げ、同時
に実践を示す事は、ロータリーを有意義ならしめ
る事こそあれ、名誉を損なうものではない。理念
は実践を否定せず、実践は理念を否定しない。私
は、そのように考えます。
　第二の視点は、事業と運営です。平成20年から
施行された公益法人の認可基準によれば、財団や
社団が公益性を認定される基準として、「公益目
的事業比率」という概念が提示されました。公益
法人の支出する公益事業費は、運営費を加えた経
常的支出に対し、50％を超えていなければならな
いというルールです。そもそも公益事業とは、
「不特定かつ多数の福祉の向上に資するもの」と
定義されます。ですから、例えばロータリーの行
う親睦事業。この受益者は会員自身という事です
ので、不特定多数ではありません。従って、これ
は共益的な事業であって、公益事業としては認め
られない事になります。ロータリーの行う社会奉
仕や国際奉仕・青少年奉仕といった奉仕プロジェ
クト、加えてロータリー財団や米山奨学会に掛か
る事業費が、公益事業費として認められる事にな
ります。

　勿論、ＲＣは法人化されていない任意団体であ
りますし、公益性の認定を目指している訳ではあ
りません。そもそも、会員間の親睦といった共益
的事業も、極めて重要な事業の柱の一つでありま
すから、公益目的事業比率を50％以上にすべき蓋
然性はありません。しかし、ＲＩが世界有数のボ
ランティア団体を目指しているのであれば、私達
の支出する会費の使われ方が、幾許かでも公益的
に使われる比率を高める。そんな意識は、大切で
あると考えます。
　第三の視点は、継続と革新です。決議23－34の
第４項「奉仕する者は行動しなければならない」
から始まる条文には、「いずれのＲＣも、毎年
度、何か一つの主だった社会奉仕活動を、それも
毎年度異なっていて、できればその会計年度内に
完了できるようなものを後援する事が望ましい」
と記されており、単年度主義が明確です。また第5
項には、「いかなるクラブも、ロータリーの目的
を無視したり、ＲＣ結成の本来の目的を危うくす
るような社会奉仕活動を行ってはならない」と記
されており、この文章を始めとする決議23－34に
散りばめられた精神は、ロータリーを志す人間の
姿勢を明確にし、職業人として取り組むべきは自
らのスキルを活かした職業倫理の実践であるべき
であるとし、金銭的身体的な奉仕活動はアマチュ
アリズムの限界を正しく認識して取り組むべきで
あるとの内容を謳っている様に思います。私は、
この事には、この上なく良質なロータリーの節度
を感じます。私は、職業こそが最大の社会貢献で
あると考えておりますゆえ、この精神には、深く
感銘し共感を覚えます。恐らくは、日本のロータ
リアンが薫陶を受け、今なお敬愛するロータリー
とは、このような存在であったのだと思われま
す。
　しかしながら、近年のＲＩの目指す方向性は、
陰徳の美から陽徳の団体への変質を求めており、
更には戦略計画委員会の設置が推奨されるなど、
事業の継続性が推奨され始めております。実際、
ポリオプラスに代表されるロータリー財団の行う
各種事業は、単年度では全く意味をなさない壮大
な事業である。まさに、継続は力なりを体現す
る、プロフェッショナリズムに満ちた奉仕活動で
あります。先に開催された国際協議会において
も、ＲＩ会長は繰り返し「持続可能性と継続」に
ついて口述されておりました。私は、「持続可能
性」とは自律的に継続可能となる事業の質につい
ての概念である。一方「継続」とは、事業の効果
を高めるためのリーダーシップの継続を意味して
いるものと理解致します。いずれにせよ、RIは従
来の単年度主義を超え、より責任を伴う奉仕プロ

ジェクトを要求しているものと感じますが、如何
でありましょうか。
　最後に、地区の戦略計画委員会について、お話
を申し上げます。先に、人口動態と戦略計画につ
いてお話申し上げましたが、人口減少期において
は、不作為は事業の衰退を意味致します。しか
し、永年、単年度主義を旨として来たロータリー
ですから、複数年度に渡る事業継続の意思決定方
法が、未整備であると考えます。それは、2790地
区においても例外ではなく、故に、戦略計画委員
会を恒常的に機能させ、地区の戦略計画に反映さ
せる事。それが、私の最も重要なミッションであ
ると考えております。
　私の考える地区戦略計画委員会は、ガバナー・
ガバナーエレクト・ガバナーノミニー・ガバナー
ノミニーデジグネイト・直前ガバナー・前前年ガ
バナーより構成される委員会とし、必要に応じ
て、実務レベルの検討を行う委員を任命致しま
す。地区において、単年度では意味をなさない事
業計画や、一年間で合議に達する事が難しい改変
等を審議立案する事を目途と致します。当面の課
題として、櫻木年度において提起された、分区の
再編・地区事務所の設置、および、地区の法人化
を検討したいと考えます。どれもが、賛否両論あ
る重要な命題です。短兵急に結論を導くのは、適
切ではありません。であるが故に、情報を集めて
課題を整理し、得失を明らかにして合意を形成
し、最終的な是非を判断する。そんな機能を有す
る戦略計画委員会が、必要であると考える次第で
す。
　以上、初めにRI会長テーマ、次いでマクロ経済
から考えるロータリーの存在意義と、人口動態か
ら見た戦略計画の必要性をお話し、合わせて私の
運営方針について基本的な考え方をご説明申し上
げました。本年度、上総ＲＣ、君津ＲＣの活動が
実り多いものとなります事を心より祈念し、私の
卓話とさせて頂きます。ご清聴に感謝申し上げま
す。

上総ＲＣ・君津ＲＣ　合同クラブ協議会　プログラム
会　場：ホテル千成
司　会：上総ＲＣ　田中喜博幹事
13時40分
１．開会のことば
　　　君津ＲＣ　永蔦嘉嗣会長エレクト　
２．来賓紹介
　　　上総ＲＣ　野村進一会長　
３．出席者紹介
　　　上総ＲＣ　田中喜博幹事　
　　　君津ＲＣ　荒井潤一郎幹事　

４．ガバナー補佐挨拶
　　　内田　稔ガバナー補佐　
第１部
　①会長によるクラブ運営方針
　　　上総ＲＣ　野村進一会長
　　　君津ＲＣ　隈元雅博会長
　②親睦活動担当者による活動案
　　　上総ＲＣ　フェローシップ親睦担当　沖津光久委員
　　　君津ＲＣ　親睦委員会　佐々木博昭委員長
　③研修担当者による研修計画
　　　上総ＲＣ　管理運営委員会　白熊　大委員長
　　　君津ＲＣ　小幡　倖研修リーダー
　④会員増強担当者による増強計画
　　　上総ＲＣ　会員増強・退会防止委員会　山田弘一委員長
　　　君津ＲＣ　会員増強委員会　永嶌嘉嗣委員長
　⑤奉仕プロジェクト担当者による実施計画
　　　上総ＲＣ　社会奉仕委員会　松井敏郎委員長
　　　君津ＲＣ　奉仕プロジェクト委員会　永嶌嘉嗣委員長
　⑥ロータリー財団担当者による活動計画
　　　上総ＲＣ　ロータリー財団委員会　三浦　章委員長
　　　君津ＲＣ　ロータリー財団委員会　内藤智介委員長
　⑦米山奨学会担当者による活動計画
　　　上総ＲＣ　米山記念奨学会委員会　田丸方敏委員長
　　　君津ＲＣ　米山記念奨学会委員会　時下俊一委員長
　⑧ガバナー講評
　　　寺嶋哲生ガバナー
第２部
　①直前会長によるクラブの課題と対策案
　　　君津ＲＣ　鈴木荘一直前会長
　　　上総ＲＣ　鳥井正俊直前幹事
　②塾ガバナー講評
　　　寺嶋哲生ガバナー
第３部
　クラブからの質疑とガバナーによる応答
15時10分
４．閉会の言葉
　　　上総ＲＣ　梅原正一会長エレクト

上総ＲＣ・君津ＲＣ　合同懇親会　プログラム
会　場：ホテル千成　３Ｆ
司　会：君津ＲＣ　荒井潤一郎幹事
15時20分
１．開会のことば
　　　上総ＲＣ　野村進一会長
２．来賓挨拶
　　　国際ロータリー第2790地区　寺嶋哲生ガバナー
３．乾　杯
　　　君津ＲＣ　秋元秀夫パストガバナー
16時20分
４．中締め
　　　君津ＲＣ　隈元雅博会長

ニコニコＢＯＸ
国際ロータリー2790地区ガバナー
寺嶋様を始めとする、地区役員の
皆様、野村会長を始めとする上総
ＲＣの役員、メンバーの皆様、本
日はありがとうございました。こ
れからも、皆様と共に地域貢献と
世界平和活動を推進してまいりま
す。今後ともご指導ご鞭撻の程、
よろしくお願いいたします！
～Think Glocal～（シンク グロー
カル）「地域貢献と世界平和活動
の両立」を共に目指して行動しま
しょう！
ガバナー、ガバナー補佐、会長、
幹事ありがとうございました。お
話しを頂いた内容を参考に楽しく
居心地の良いクラブになる様にこ
れからもロータリー活動頑張りま
す。
寺嶋ガバナー、ご苦労様。日頃は
当クラブへの格別なご配慮ありが
たく感謝いたして居ります。
本日は寺嶋哲夫ガバナー様、神野
美明地区幹事長様、風澤俊夫地区
幹事様、内田稔ガバナー補佐様、
ご来訪あちがとうございます。ま
た、クラブ運営について、貴重な
ご助言を頂きありがとうございま
す。
上総ＲＣとの合同例会、寺嶋ガバ
ナーを迎えての合同クラブ協議
会、本日はありがとうございまし
た。
皆様、こんにちは！！上総ＲＣの皆
様、本日はお越し頂きありがとう
ございます。
今朝、起きたらひざが痛くてたま
りません。金曜日にゴルフがある
ので、玄々堂で治してもらいま
す。
寺嶋ガバナー、神野地区幹事長、
内田ガバナー補佐、ご来訪ありが
とうございます。ご指導よろしく
お願いします。
寺嶋ガバナー、神野幹事長、内田
ガバナー補佐、ご来訪ありがとう
ございます。上総ＲＣの皆さんも
ようこそ君津ＲＣへ。本日はご指
導よろしくお願いいたします。

本日のガバナー公式訪問にあた
り、合同例会に君津の地においで
くださりありがとうございます。
寺嶋ガバナー、卓話ありがとうご
ざいました。君津ＲＣは女性会員
が４名です。会員増強、女性会員
２名増員目標に向け、お声掛けし
ています。そしてそして、私！お
ばあちゃんになりました。初孫が
生まれました。孫は可愛いです
ね。天使です。
寺嶋ガバナー、神野地区幹事長、
内田ガバナー補佐、本日はありが
とうございました。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、ありがとうございました。
誕生祝い、ありがとうございまし
た。
週末、家族サービスで軽井沢へ
行ってきました。人があまりいな
いレイクガーデンで朝日を浴びな
がら散歩するのもいいものです。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、お忙しい中、ご来訪いただき
ありがとうございます。本日の卓
話楽しみにしております。
寺嶋ガバナー、本日はガバナー公
式訪問ありがとうございます。本
日一日宜しくお願いします。
寺嶋ガバナー、関係の皆様、上総
ロータリー野村会長、関係の皆
様、御来訪ありがとうございま
す。先週から、会社からのIpadを使
いはじめました。今までは、会社
のノートパソコン、個人Iphoneのみ
でしたが、Ipadを加えて、場面場面
に応じた最適な活用方法を見つけ
出すのにしばらく試行錯誤が必要
になりそうです。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、神野地区幹事長、風澤幹事の
ご来訪を心より歓迎します。
寺嶋様、神野様、内田様、上総Ｒ
Ｃの皆様、本日はお越し頂きあり
がとうございます。10月に入りま
した。今週末にはマジックの組合
せが決まる予定。熱いご声援を宜
しくお願いします。
前回、入会式にて入会の御承認を
いただきありがとうございまし

た。今回より活動にも正式に参加
させていただきますので、よろし
くお願い致します。
寺嶋ガバナー、神野地区幹事長、
風澤地区幹事、上総ＲＣの皆様、
本日は来訪ありがとうございま
す。あっという間に３ケ月が過ぎ
てしまいましたが、これからも共
にロータリー活動を頑張りましょ
う。
本日は寺嶋ガバナーを始め、沢山
のご来賓の方にお越し頂き有難う
御座います。この後の合同クラブ
協議会、懇親会もよろしくお願い
致します。
ご来訪の皆様、ようこそ君津ＲＣ
へ。本日はよろしくお願いしま
す。
最近始めたウォーキング継続中で
す。「脱いだらスゴイんです」を
目指して頑張ります。
上総ＲＣの皆様ようこそ君津へ！
合同クラブ協議会が盛況に進みま
すように皆様がんばりましょう。
１ケ月とちょっと振りの参加と
なってしまい、申し訳ありませ
ん。（その間に誕生祝いを頂きま
してありがとうございます）仕事
と私事とでバタバタしており、本
日も例会までの参加となってしま
います。（落ち着きましたら、
しっかり出席します）よろしくお
願いします。
皆様、ようこそ君津ロータリーへ
これからもロータリー活動がんば
ります。ありがとうございまし
た。
業務の都合でクラブ協議会及び懇
親会を欠席し申し訳ございませ
ん。
昨日、九州に戻りはじめて鍼灸と
整体をしました。疲労がとれて体
調が良くなった様に感じます。皆
さんもどうでしょうか。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補佐
お出でいただきありがとうござい
ます。また、上総ＲＣの皆様よう
こそ。初めてのガバナー公式訪問
と言う事で大変勉強となりまし
た。今後ともよろしくお願いしま

す。先日は、私の記念日ですばら
しいお花をいただきありがとうご
ざいます。妻も大変喜んで毎日気
にしています。
寺嶋ガバナー様、上総ＲＣ野村会
長様他の皆様、本日のご来訪あり
がとうございます。貴重な卓話を
いただき、上総ＲＣの皆様との連
帯を深められた事うれしく感じま
す。これからも和をもって君津・
上総の地を盛り上げていきましょ
う。
上総・君津の合同ガバナー公式訪
問の盛会を願います。寺嶋ガバ
ナー訪問、ご苦労さんです。今日
はよろしくお願い致します。
追伸：（私の記念日）結婚記念日
のお祝、有難うございます。
第2790地区寺嶋ガバナー、神野地
区幹事長、第４分区内田ガバナー
補佐、上総ＲＣ・君津ＲＣ合同ガ
バナー公式訪問、ご苦労様です。
本日はよろしくお願いします。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、神野幹事長、風澤幹事、本日
はありがとうございました。又、
上総ＲＣの皆様お世話になりまし
た。今後共宜しくお願い申し上げ
ます。

君津市総合防災訓練の様子

茂田　秀和
吉田　正彦
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10月の誕生祝

阿部　正雄
荒井潤一郎
中村　圭一
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10月の私の記念日



隈元　雅博

荒井潤一郎

秋元　秀夫

永嶌　嘉嗣

岡野　　祐

村上　　進

廣田　二郎

阿部　昭広

武田富士子

大森　俊介

吉野　和弘

遠田　祐治

近藤　洋子

鈴木　荘一

倉繁　　裕

時下　俊一

西山　　肇

坂本　直樹

内山貴美子

佐々木昭博

内藤　智介

松井泰次郎

猪瀬　　浩

福田　順也

谷口　弘志

谷　　浩司

中村　圭一

阿部　正雄

黒岩　靖之

吉田　雅彦

例会日　毎週月曜日
　　　　12:30PM～13:30PM
例会場　ホテル千成
　　　　Tel:0439-52-8511

事務局
〒299-1144君津市東坂田1-3-3-304
Tel:0439-52-8882
Fax:0439-20-8880
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（敬称略）

隈元　雅博君津ＲＣ会長
君が代
奉仕の理想
寺嶋　哲生
（国際ロータリー2790地区ガバナー）
神野　美明
（国際ロータリー2790地区　地区幹事長）
風澤　俊夫
（国際ロータリー2790地区　地区幹事）
内田　　稔
（国際ロータリー2790地区　ガバナー補佐）
岡野　　祐会員

上総ＲＣ・君津ＲＣ　合同例会
Vol. 11回　　Ｎｏ.2021　　2017.10.2

会長挨拶及び報告
君津ＲＣ　隈元雅博会長　

　本日、2790地区2017－2018
年度寺嶋ガバナーを始めとす
る役員、スタッフの皆様を野
村会長率いる上総ＲＣのメン
バーと共にお迎えすることが
でき、本当にうれしく思いま
す。
 寺嶋ガバナーは柏商工会議
所、野村会長は君津商工会議
所の会頭という重責を担う中で、ＲＣにおいても
このようにご活躍されています。
 そのほか、地区役員の皆様、上総ＲＣ、また私達
君津ＲＣの会員のメンバーにおかれましても、そ
れぞれ企業や他団体の役を担っている方が多数い
らっしゃいます。そのような中で、これだけ多く
の皆さんにご参加いただいたことに改めて御礼申
し上げます。
 大切な仲間である皆さまと共に、このＲＣの貴重

な時間を１分１秒も無駄にすることなく、地域貢
献と世界平和活動につながる話し合いや、懇親を
深め、ひいては、この機会に新たな友情が生まれ
ることを祈念しまして、開催地会長のご挨拶とさ
せていただきます。
 一人のロータリアンとして、地域貢献と世界平和
を目指すロータリーの仲間として、皆が平和に暮
らしていける世の中を実現するために、共にロー
タリー活動を行っていきましょう！

報　　告
１．９月25日に第４回定例理事会議が開催されま
したので報告致します。
１）会計報告　＊承認
　９月分の実績を集計後、資料を作成し１０月
に理事へ配布する
２）指名委員会開催について　＊承認
　①日　時：10月30日（月）11 時 30 分～（例会前）
　②委員長：鈴木直前会長
　③メンバー：パスト会長５名＋会長・副会長・幹事・
　　　　　会長エレクト

宮本・釼持・川名・黒岩・鈴木・隈元・
早見・荒井・永嶌　計９名

３）新入会員について　＊承認
　北見洋司（75歳）君津ビジネスサービス㈱　
＊11月６日（月）入会予定
　職業分類：事務用品販売
　推薦者：西山会員
４）新入会員の委員会所属について　＊承認
　本日入会する坂本直樹会員⇒親睦委員会
５）出前教室について　＊承認
　職業奉仕委員会より
　周西中より出前教室日程の希望あり（12月18
日or１月12日希望）
　12月18日（月）午前中に開催（時間等詳細に
ついては、中学校と調整中）
＊八重原中は１月、周西小は２月を予定して
います。

　日程が決まり次第報告致します。
６）枝豆収穫祭について　＊承認
　社会奉仕委員会より

10月14日、15日の両日とも雨の場合は、イベ
ントは中止。
翌週は、きみつ秋花火などイベントがあり、
豚汁などの用意が困難なため、枝豆は期間を
決め会員が収穫。残ったものは業者に依頼し
収穫する。
７）駅前花壇の花植えについて　＊承認
　プラン・見積もりについて異議なし
８）11月20日（月）の例会について＊承認
　夜間例会に変更。例会であるため会費をとる
のはどうか？という意見があるので、今年度
は1,000円会費を下げ7,000円とする。
９）スリランカブロジェクトについて　＊承認
　国際奉仕委員会より
①35万円の予算のうち20万円程度を浄水器へ
充当する（詳細は次回報告）
②スリランカでの寄贈式へは大住委員長・鈴
木直前会長が出席する

10）その他
①木更津東ＲＣ創立50周年記念式典
　平成30年５月19日（土）
②ガバナー公式訪問、ガバナー・幹事長・幹
事・ガバナー補佐へのお土産は上総のお酒
②上総ＲＣ会員へのお悔やみ電報について
　交流の深いクラブの現役会員のため、クラ
ブよりお悔やみ電報を会長名・会員一同に
て送りました。

２．寺嶋ガバナーより鈴木直前会長へ委嘱状をお
渡しします。

幹　事　報　告
君津ＲＣ　荒井潤一郎幹事　

１．君津特別支援学校にて10月７日に文化祭「君
特スマイルフェスタ」が開催されます。岡野幹
事が出席します。宜しくお願いします。
　　同じく君津特別支援学校にて10月16日に
「1000ケ所ミニ集会」が開催されます。こちら
は私（荒井幹事）が出席します。
２．親子体験枝豆収穫祭が開催されます。
　　　日　時：10月14日（土）
　　　場　所：君津市三船山畑他
　　14日が荒天の場合は、15日（日）実施。15日
も荒天の場合は収穫祭は中止とし、期間を決め
て会員で収穫します。なお、収穫しきれない場
合は業者に委託します。不明な点は、事務局ま
でお問合せ下さい。
３．東京神宮ＲＣ主催の明治神宮の清掃奉仕が行
われます。
　　　日　時：10月18日（水）

　　　場　所：明治神宮
　　　集　合：10時50分
　　詳細については、回覧致します。出欠につい
てご記入お願いします。

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報・第４分区週報につきまして
は、次回例会時に回覧します。
２．明治神宮清掃奉仕のご案内
３．きみつ秋花火2017　前日の協力及び当日の協
力・翌日清掃協力について
４．家族親睦ボウリング大会の出欠の案内
５．「駅前花壇花植え準備作業（花抜き）」及び
「駅前花壇花植え作業」の出欠の案内
６．第６回日台ロータリー親善会議の出欠の案内

〈配布物〉
１．ガバナー公式訪問次第

上総ＲＣ会長挨拶
上総ＲＣ　野村進一会長　

◎皆さんこんにちは。本日
は、君津．上総ガバナー公
式訪問合同例会日です。始
めに寺嶋ガバナーを始め地
区幹事長の神野様．地区幹
事の風澤様．第四分区ガバ
ナー補佐の内田様に於かれ
ましては大変お忙しい中に
も関わりませずご来訪いた
だき誠にありがとうございました。一同感謝申
し上げます。
◎挨拶の前に、去る９月20日にご逝去されまし
た、当クラブ会員でありました田中伸之介様の
お通夜．告別式には、沢山の会員からの弔問を
いただき故人に代わって感謝申し上げます。あ
りがとうございました。
◎９月24日（日）、平成29年度君津市総合防災訓
練が君津市松丘スポーツ広場で行われ、君津市
防火安全協会の来賓として参加してまいりまし
た。君津市長を始め、地元住民を中心に約1,000
名の参加があり、特に消防．警察．自衛隊連携
による災害救助訓練は素晴らしい活動でした。
◎参加して改めて必要性を感じたのは、災害直
後、ライフラインの復旧までは、何が無くても
飲料水の確保が一番大切であり、食料は少しの
間食べなくても生きられそうですが、水は無理
で普段から備蓄飲料水の必要性は急務でありま
す。ここ数年、地球の温暖化の影響で、嘗て経
験したことのない「何十年に一度」の割合で大

規模災害が起こっています。そんな中での地域
を挙げての非常時に備える日頃からの命を守る
ための訓練は大切だと思いました。私も災害に
備えて携帯のストラップに常時笛を着けていま
す。

◎本日のロータリーについては、毎週例会毎に
「４つのテスト」や奉仕の理想［理念］につい
て説明を行い、今日は５大奉仕についてお話す
る予定でしたが、合同例会の為と時間の都合
上、来週からに予定したいと思いますので、ど
うか楽しみにしていて下さい。

委　員　会　報　告
親　睦　委　員　会
10月の誕生祝・私の記念日

プ　ロ　グ　ラ　ム
国際ロータリー第2790地区寺嶋哲生ガバナー卓話
テーマ「地区運営に当たって」

国際ロータリー第2790地区　
寺嶋哲生ガバナー　

　本年度ガバナーを仰せつ
かっております寺嶋でござい
ます。本日は、上総ＲＣ、君
津ＲＣの合同例会に出席させ
ていただき、大変光栄に存じ
ます。この卓話では、ＲＩ会
長テーマや私の運営方針な
ど、只今私の思うところを
縷々お話し申し上げます。
　始めに、2017－18年度、ＲＩ会長テーマについ
て、話を申し上げます。イアン・ライズリー会長
が公表された会長テーマは、英文においては
「Rotary : Making a Difference」、日本語訳では
「ロータリー：変化をもたらす」でございまし
た。このテーマをどう解釈すべきであるか。ライ
ズリー会長の記された文章や講演から、会長はこ
のテーマを通じて次の三つの事柄について言及し
ていると思います。一つ目は、RIが推奨してきた
世界有数のボランティア団体を目指すとする方向
性を、会長自らも継承し、推進するという事。二
つ目は、その為に、私達ロータリアンには実践
的・具体的な奉仕プロジェクトを強く推奨すると
いう事。三つ目は、その奉仕プロジェクトは、決

して自己満足に終始することなく、受益者の人生
や境遇を変える結果を伴うものとすべき事。ライ
ズリー会長の真意はこのようなものであると、私
は理解致しました。
　さて、実践的な奉仕プロジェクトを推奨し、か
つ、柔軟性を導入したＲＩですが、しかし私は職
業倫理を中心とした奉仕の理念を決して忘れた訳
ではないと考えております。昨年名古屋で行われ
た情報研究会において、前ＲＩ会長であるジョ
ン・ジャーム氏は、「2016年の規定審議会におい
て、ロータリーの運営方法については大幅な柔軟
性が認められた。しかし、ロータリーの目的や中
核的価値観には全くの変更はなく、ロータリーの
本質は些かも変わっていない。」と述べられてお
ります。同様の発言は、先の国際協議会におい
て、ライズリー会長もされております。
　では、今後のＲＣは、どのような存在意義を持
つのか。私の地区運営の基本的な考え方をご説明
する前に、只今日本が置かれた時代背景から考え
てみたいと思います。まずは、日本のマクロ経済
の動向から、ロータリーを考えます。
　只今の日本政府の累積債務が、1000兆円を超
え、GDPの２倍を超える水準にまで拡大している
事。これは、皆様ご承知の通りです。2015年の春
でありましたが、当時自民党の政調会長であった
稲田氏は、2020年までにプライマリーバランスが
均衡できない場合、日本政府は実質的な財政破綻
状態に陥る可能性があると発言されております。
では、只今の日本のプライマリーバランスは、ど
のような状況にあるのか。財務省の試算によれ
ば、仮に消費税率を10％に引き上げ、名目で
３％、実質で２％の経済成長を達成したとして
も、なお８兆円が不足するとの事であります。そ
して現実は、消費税率を８％に上げただけにも関
わらず、現在の経済成長率は３％成長には程遠
い。稲田氏の見解が正しいとすれば日本は実質的
な財政破綻状態に陥る事になってしまいます。私
は、ここ最近、日本の財政に対する危機が、殆ど
語られなくなったという印象がありますが、その
事が逆に事態の深刻さを物語っているように思え
てなりません。
　とすれば、今後の日本で起きるであろう経済的
な逆境にあって、否応なく輝きを増すのは、ポー
ル・ハリスの標榜したロータリーでありましょ
う。ポール・ハリスに、あなたは何故ロータリー
を作ったのですか、と問うたところ、「寂しかっ
たから」と答えたという有名なエピソードがあり
ます。恐らくポール・ハリスが欲したものは、信
頼できるコミュニティーではなかったか。殺伐と
した時代に在って、安らぎを感じられる人間関

係。そんな、安心できるコミュニティーを欲して
いたのだと思います。ロータリー創世記にあった
得難い存在感、それが再び重要性を増す、私はそ
んな風に感じております。逆境にあってこそ存在
意義を増す、ＲＣとはそんな存在であると私は考
えております。
　次に、今後の人口動態から、戦略計画の重要性
について考えてみたいと思います。既に、只今の
日本の総人口が減少に転じている事は、皆様ご承
知の通りです。問題は、総人口の減少のみなら
ず、それを上回る速度で進む生産年齢人口の減少
と、高齢化の問題でございます。只今の世代別の
人口分布を見れば、70歳を目前に控えた団塊世代
が、ひときわ大きく突出をし、その次のピークは
只今40歳前後の世代、いわゆる団塊ジュニアで
す。団塊・団塊ジュニアに続く、第三のピークは
存在しておりません。すなわち、団塊ジュニアが
死ぬまで、この歪んだ人口分布が解消される事は
ない。つまり、解消までに40年近い歳月が必要で
ある事になります。
　生産年齢人口を非生産年齢人口で除した数字。
これが２を超えている状態を、人口ボーナスと呼
ぶそうです。嘗ての日本の高度経済成長期が、ま
さに人口ボーナス期でありました。「成長は全て
を覆い隠す」という格言がありますが、確かに高
度経済成長期は、殆どの投資が肯定された時代で
した。しかし、只今のような人口オーナス、ダウ
ンサイジングの時代には、問題を放置すれば傷口
は更に広がる。すなわち、時が解決してくれない
時代であると言えましょう。ロータリーも、例外
ではありません。不作為は、すなわち衰退を意味
します。RIが推奨するように、戦略計画が必要と
なる時代に入ったと言うべきでありましょう。
　理想的には、地区内の全クラブが、夫々に個性
あふれるクラブを目指し、独自の戦略計画を立案
して実行する。将来的には、こんな状況を目指す
べきでありましょう。とすれば、まず取り組むべ
きは、夫々のクラブが問題点を抽出し、課題を明
確にして、会員相互に共有する。それを端緒に戦
略計画の糸口として、将来的な戦略計画立案に向
けて一歩を踏み出す。本年度は、そんな一年とさ
れては如何でありましょうか。
　私は、只今現在、継続性を担保する合意形成の
手法が未整備である事。それが、2790地区の課題
であると考えております。地区においても、本年
は、戦略計画を立案する為のスキームを作る事。
それが大切であると、私は考えております。で
は、どう対応したら宜しいのか。次に、2017－18
年度の地区運営に当たり、留意すべき基本的な考
え方について、三つの視点から考察を試みます。

　第一の視点は、理念と実践です。かの決議23－
34が採択される前夜は、職業倫理を重視し、奉仕
活動においては、隠匿の美を是とする理念派。そ
して、金銭的奉仕や身体的奉仕といった、実践的
な奉仕活動を是とする実践派。この理念派と実践
派が、その対立を深めていたと聞き及びます。
ロータリークラブの設立が1905年でありますの
で、設立から僅か18年目の出来事です。加えて、
メルビン・ジョーンズによるライオンズクラブの
設立が1917年でありますので、ロータリーは創立
後の間もない時期から、この二つのスタンスに介
在するジレンマと対峙していたのだと言えましょ
う。
　只今のＲＩは、世界有数のボランティア団体を
目指し、DLPやCLPを推奨しております。しかし
その方向性に対しては、ロータリーの根幹を成す
べき職業倫理を軽んじているとの批判を間々耳に
致します。他方、実践派からは、理念にのみ拘泥
されるスタンスは、もはや世界の潮流に逆行し、
頑なな姿勢はロータリーの衰退に繋がるとの批判
もあるようです。
　では、これらの見解やスタンスの相違をどう咀
嚼し、どう解釈したら良いのか。結論から申し上
げるなら、私はこの事自体が、ロータリーの健全
さを端的に示す証であると考えます。どちらのス
タンスも、共にロータリーに対して真摯に向き合
う姿勢の結果であり、健全な自己批判の現れであ
る。更に私見を加えるなら、この二者は決して択
一でなく、共存が可能である。理念を掲げ、同時
に実践を示す事は、ロータリーを有意義ならしめ
る事こそあれ、名誉を損なうものではない。理念
は実践を否定せず、実践は理念を否定しない。私
は、そのように考えます。
　第二の視点は、事業と運営です。平成20年から
施行された公益法人の認可基準によれば、財団や
社団が公益性を認定される基準として、「公益目
的事業比率」という概念が提示されました。公益
法人の支出する公益事業費は、運営費を加えた経
常的支出に対し、50％を超えていなければならな
いというルールです。そもそも公益事業とは、
「不特定かつ多数の福祉の向上に資するもの」と
定義されます。ですから、例えばロータリーの行
う親睦事業。この受益者は会員自身という事です
ので、不特定多数ではありません。従って、これ
は共益的な事業であって、公益事業としては認め
られない事になります。ロータリーの行う社会奉
仕や国際奉仕・青少年奉仕といった奉仕プロジェ
クト、加えてロータリー財団や米山奨学会に掛か
る事業費が、公益事業費として認められる事にな
ります。

　勿論、ＲＣは法人化されていない任意団体であ
りますし、公益性の認定を目指している訳ではあ
りません。そもそも、会員間の親睦といった共益
的事業も、極めて重要な事業の柱の一つでありま
すから、公益目的事業比率を50％以上にすべき蓋
然性はありません。しかし、ＲＩが世界有数のボ
ランティア団体を目指しているのであれば、私達
の支出する会費の使われ方が、幾許かでも公益的
に使われる比率を高める。そんな意識は、大切で
あると考えます。
　第三の視点は、継続と革新です。決議23－34の
第４項「奉仕する者は行動しなければならない」
から始まる条文には、「いずれのＲＣも、毎年
度、何か一つの主だった社会奉仕活動を、それも
毎年度異なっていて、できればその会計年度内に
完了できるようなものを後援する事が望ましい」
と記されており、単年度主義が明確です。また第5
項には、「いかなるクラブも、ロータリーの目的
を無視したり、ＲＣ結成の本来の目的を危うくす
るような社会奉仕活動を行ってはならない」と記
されており、この文章を始めとする決議23－34に
散りばめられた精神は、ロータリーを志す人間の
姿勢を明確にし、職業人として取り組むべきは自
らのスキルを活かした職業倫理の実践であるべき
であるとし、金銭的身体的な奉仕活動はアマチュ
アリズムの限界を正しく認識して取り組むべきで
あるとの内容を謳っている様に思います。私は、
この事には、この上なく良質なロータリーの節度
を感じます。私は、職業こそが最大の社会貢献で
あると考えておりますゆえ、この精神には、深く
感銘し共感を覚えます。恐らくは、日本のロータ
リアンが薫陶を受け、今なお敬愛するロータリー
とは、このような存在であったのだと思われま
す。
　しかしながら、近年のＲＩの目指す方向性は、
陰徳の美から陽徳の団体への変質を求めており、
更には戦略計画委員会の設置が推奨されるなど、
事業の継続性が推奨され始めております。実際、
ポリオプラスに代表されるロータリー財団の行う
各種事業は、単年度では全く意味をなさない壮大
な事業である。まさに、継続は力なりを体現す
る、プロフェッショナリズムに満ちた奉仕活動で
あります。先に開催された国際協議会において
も、ＲＩ会長は繰り返し「持続可能性と継続」に
ついて口述されておりました。私は、「持続可能
性」とは自律的に継続可能となる事業の質につい
ての概念である。一方「継続」とは、事業の効果
を高めるためのリーダーシップの継続を意味して
いるものと理解致します。いずれにせよ、RIは従
来の単年度主義を超え、より責任を伴う奉仕プロ

ジェクトを要求しているものと感じますが、如何
でありましょうか。
　最後に、地区の戦略計画委員会について、お話
を申し上げます。先に、人口動態と戦略計画につ
いてお話申し上げましたが、人口減少期において
は、不作為は事業の衰退を意味致します。しか
し、永年、単年度主義を旨として来たロータリー
ですから、複数年度に渡る事業継続の意思決定方
法が、未整備であると考えます。それは、2790地
区においても例外ではなく、故に、戦略計画委員
会を恒常的に機能させ、地区の戦略計画に反映さ
せる事。それが、私の最も重要なミッションであ
ると考えております。
　私の考える地区戦略計画委員会は、ガバナー・
ガバナーエレクト・ガバナーノミニー・ガバナー
ノミニーデジグネイト・直前ガバナー・前前年ガ
バナーより構成される委員会とし、必要に応じ
て、実務レベルの検討を行う委員を任命致しま
す。地区において、単年度では意味をなさない事
業計画や、一年間で合議に達する事が難しい改変
等を審議立案する事を目途と致します。当面の課
題として、櫻木年度において提起された、分区の
再編・地区事務所の設置、および、地区の法人化
を検討したいと考えます。どれもが、賛否両論あ
る重要な命題です。短兵急に結論を導くのは、適
切ではありません。であるが故に、情報を集めて
課題を整理し、得失を明らかにして合意を形成
し、最終的な是非を判断する。そんな機能を有す
る戦略計画委員会が、必要であると考える次第で
す。
　以上、初めにRI会長テーマ、次いでマクロ経済
から考えるロータリーの存在意義と、人口動態か
ら見た戦略計画の必要性をお話し、合わせて私の
運営方針について基本的な考え方をご説明申し上
げました。本年度、上総ＲＣ、君津ＲＣの活動が
実り多いものとなります事を心より祈念し、私の
卓話とさせて頂きます。ご清聴に感謝申し上げま
す。

上総ＲＣ・君津ＲＣ　合同クラブ協議会　プログラム
会　場：ホテル千成
司　会：上総ＲＣ　田中喜博幹事
13時40分
１．開会のことば
　　　君津ＲＣ　永蔦嘉嗣会長エレクト　
２．来賓紹介
　　　上総ＲＣ　野村進一会長　
３．出席者紹介
　　　上総ＲＣ　田中喜博幹事　
　　　君津ＲＣ　荒井潤一郎幹事　

４．ガバナー補佐挨拶
　　　内田　稔ガバナー補佐　
第１部
　①会長によるクラブ運営方針
　　　上総ＲＣ　野村進一会長
　　　君津ＲＣ　隈元雅博会長
　②親睦活動担当者による活動案
　　　上総ＲＣ　フェローシップ親睦担当　沖津光久委員
　　　君津ＲＣ　親睦委員会　佐々木博昭委員長
　③研修担当者による研修計画
　　　上総ＲＣ　管理運営委員会　白熊　大委員長
　　　君津ＲＣ　小幡　倖研修リーダー
　④会員増強担当者による増強計画
　　　上総ＲＣ　会員増強・退会防止委員会　山田弘一委員長
　　　君津ＲＣ　会員増強委員会　永嶌嘉嗣委員長
　⑤奉仕プロジェクト担当者による実施計画
　　　上総ＲＣ　社会奉仕委員会　松井敏郎委員長
　　　君津ＲＣ　奉仕プロジェクト委員会　永嶌嘉嗣委員長
　⑥ロータリー財団担当者による活動計画
　　　上総ＲＣ　ロータリー財団委員会　三浦　章委員長
　　　君津ＲＣ　ロータリー財団委員会　内藤智介委員長
　⑦米山奨学会担当者による活動計画
　　　上総ＲＣ　米山記念奨学会委員会　田丸方敏委員長
　　　君津ＲＣ　米山記念奨学会委員会　時下俊一委員長
　⑧ガバナー講評
　　　寺嶋哲生ガバナー
第２部
　①直前会長によるクラブの課題と対策案
　　　君津ＲＣ　鈴木荘一直前会長
　　　上総ＲＣ　鳥井正俊直前幹事
　②塾ガバナー講評
　　　寺嶋哲生ガバナー
第３部
　クラブからの質疑とガバナーによる応答
15時10分
４．閉会の言葉
　　　上総ＲＣ　梅原正一会長エレクト

上総ＲＣ・君津ＲＣ　合同懇親会　プログラム
会　場：ホテル千成　３Ｆ
司　会：君津ＲＣ　荒井潤一郎幹事
15時20分
１．開会のことば
　　　上総ＲＣ　野村進一会長
２．来賓挨拶
　　　国際ロータリー第2790地区　寺嶋哲生ガバナー
３．乾　杯
　　　君津ＲＣ　秋元秀夫パストガバナー
16時20分
４．中締め
　　　君津ＲＣ　隈元雅博会長

ニコニコＢＯＸ
国際ロータリー2790地区ガバナー
寺嶋様を始めとする、地区役員の
皆様、野村会長を始めとする上総
ＲＣの役員、メンバーの皆様、本
日はありがとうございました。こ
れからも、皆様と共に地域貢献と
世界平和活動を推進してまいりま
す。今後ともご指導ご鞭撻の程、
よろしくお願いいたします！
～Think Glocal～（シンク グロー
カル）「地域貢献と世界平和活動
の両立」を共に目指して行動しま
しょう！
ガバナー、ガバナー補佐、会長、
幹事ありがとうございました。お
話しを頂いた内容を参考に楽しく
居心地の良いクラブになる様にこ
れからもロータリー活動頑張りま
す。
寺嶋ガバナー、ご苦労様。日頃は
当クラブへの格別なご配慮ありが
たく感謝いたして居ります。
本日は寺嶋哲夫ガバナー様、神野
美明地区幹事長様、風澤俊夫地区
幹事様、内田稔ガバナー補佐様、
ご来訪あちがとうございます。ま
た、クラブ運営について、貴重な
ご助言を頂きありがとうございま
す。
上総ＲＣとの合同例会、寺嶋ガバ
ナーを迎えての合同クラブ協議
会、本日はありがとうございまし
た。
皆様、こんにちは！！上総ＲＣの皆
様、本日はお越し頂きありがとう
ございます。
今朝、起きたらひざが痛くてたま
りません。金曜日にゴルフがある
ので、玄々堂で治してもらいま
す。
寺嶋ガバナー、神野地区幹事長、
内田ガバナー補佐、ご来訪ありが
とうございます。ご指導よろしく
お願いします。
寺嶋ガバナー、神野幹事長、内田
ガバナー補佐、ご来訪ありがとう
ございます。上総ＲＣの皆さんも
ようこそ君津ＲＣへ。本日はご指
導よろしくお願いいたします。

本日のガバナー公式訪問にあた
り、合同例会に君津の地においで
くださりありがとうございます。
寺嶋ガバナー、卓話ありがとうご
ざいました。君津ＲＣは女性会員
が４名です。会員増強、女性会員
２名増員目標に向け、お声掛けし
ています。そしてそして、私！お
ばあちゃんになりました。初孫が
生まれました。孫は可愛いです
ね。天使です。
寺嶋ガバナー、神野地区幹事長、
内田ガバナー補佐、本日はありが
とうございました。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、ありがとうございました。
誕生祝い、ありがとうございまし
た。
週末、家族サービスで軽井沢へ
行ってきました。人があまりいな
いレイクガーデンで朝日を浴びな
がら散歩するのもいいものです。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、お忙しい中、ご来訪いただき
ありがとうございます。本日の卓
話楽しみにしております。
寺嶋ガバナー、本日はガバナー公
式訪問ありがとうございます。本
日一日宜しくお願いします。
寺嶋ガバナー、関係の皆様、上総
ロータリー野村会長、関係の皆
様、御来訪ありがとうございま
す。先週から、会社からのIpadを使
いはじめました。今までは、会社
のノートパソコン、個人Iphoneのみ
でしたが、Ipadを加えて、場面場面
に応じた最適な活用方法を見つけ
出すのにしばらく試行錯誤が必要
になりそうです。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、神野地区幹事長、風澤幹事の
ご来訪を心より歓迎します。
寺嶋様、神野様、内田様、上総Ｒ
Ｃの皆様、本日はお越し頂きあり
がとうございます。10月に入りま
した。今週末にはマジックの組合
せが決まる予定。熱いご声援を宜
しくお願いします。
前回、入会式にて入会の御承認を
いただきありがとうございまし

た。今回より活動にも正式に参加
させていただきますので、よろし
くお願い致します。
寺嶋ガバナー、神野地区幹事長、
風澤地区幹事、上総ＲＣの皆様、
本日は来訪ありがとうございま
す。あっという間に３ケ月が過ぎ
てしまいましたが、これからも共
にロータリー活動を頑張りましょ
う。
本日は寺嶋ガバナーを始め、沢山
のご来賓の方にお越し頂き有難う
御座います。この後の合同クラブ
協議会、懇親会もよろしくお願い
致します。
ご来訪の皆様、ようこそ君津ＲＣ
へ。本日はよろしくお願いしま
す。
最近始めたウォーキング継続中で
す。「脱いだらスゴイんです」を
目指して頑張ります。
上総ＲＣの皆様ようこそ君津へ！
合同クラブ協議会が盛況に進みま
すように皆様がんばりましょう。
１ケ月とちょっと振りの参加と
なってしまい、申し訳ありませ
ん。（その間に誕生祝いを頂きま
してありがとうございます）仕事
と私事とでバタバタしており、本
日も例会までの参加となってしま
います。（落ち着きましたら、
しっかり出席します）よろしくお
願いします。
皆様、ようこそ君津ロータリーへ
これからもロータリー活動がんば
ります。ありがとうございまし
た。
業務の都合でクラブ協議会及び懇
親会を欠席し申し訳ございませ
ん。
昨日、九州に戻りはじめて鍼灸と
整体をしました。疲労がとれて体
調が良くなった様に感じます。皆
さんもどうでしょうか。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補佐
お出でいただきありがとうござい
ます。また、上総ＲＣの皆様よう
こそ。初めてのガバナー公式訪問
と言う事で大変勉強となりまし
た。今後ともよろしくお願いしま

す。先日は、私の記念日ですばら
しいお花をいただきありがとうご
ざいます。妻も大変喜んで毎日気
にしています。
寺嶋ガバナー様、上総ＲＣ野村会
長様他の皆様、本日のご来訪あり
がとうございます。貴重な卓話を
いただき、上総ＲＣの皆様との連
帯を深められた事うれしく感じま
す。これからも和をもって君津・
上総の地を盛り上げていきましょ
う。
上総・君津の合同ガバナー公式訪
問の盛会を願います。寺嶋ガバ
ナー訪問、ご苦労さんです。今日
はよろしくお願い致します。
追伸：（私の記念日）結婚記念日
のお祝、有難うございます。
第2790地区寺嶋ガバナー、神野地
区幹事長、第４分区内田ガバナー
補佐、上総ＲＣ・君津ＲＣ合同ガ
バナー公式訪問、ご苦労様です。
本日はよろしくお願いします。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、神野幹事長、風澤幹事、本日
はありがとうございました。又、
上総ＲＣの皆様お世話になりまし
た。今後共宜しくお願い申し上げ
ます。

君津市総合防災訓練の様子

茂田　秀和
吉田　正彦
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10月の誕生祝

阿部　正雄
荒井潤一郎
中村　圭一
新井　正一
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10月の私の記念日



隈元　雅博

荒井潤一郎

秋元　秀夫

永嶌　嘉嗣

岡野　　祐

村上　　進

廣田　二郎

阿部　昭広

武田富士子

大森　俊介

吉野　和弘

遠田　祐治

近藤　洋子

鈴木　荘一

倉繁　　裕

時下　俊一

西山　　肇

坂本　直樹

内山貴美子

佐々木昭博

内藤　智介

松井泰次郎

猪瀬　　浩

福田　順也

谷口　弘志

谷　　浩司

中村　圭一

阿部　正雄

黒岩　靖之

吉田　雅彦

例会日　毎週月曜日
　　　　12:30PM～13:30PM
例会場　ホテル千成
　　　　Tel:0439-52-8511

事務局
〒299-1144君津市東坂田1-3-3-304
Tel:0439-52-8882
Fax:0439-20-8880
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（敬称略）

隈元　雅博君津ＲＣ会長
君が代
奉仕の理想
寺嶋　哲生
（国際ロータリー2790地区ガバナー）
神野　美明
（国際ロータリー2790地区　地区幹事長）
風澤　俊夫
（国際ロータリー2790地区　地区幹事）
内田　　稔
（国際ロータリー2790地区　ガバナー補佐）
岡野　　祐会員

上総ＲＣ・君津ＲＣ　合同例会
Vol. 11回　　Ｎｏ.2021　　2017.10.2

会長挨拶及び報告
君津ＲＣ　隈元雅博会長　

　本日、2790地区2017－2018
年度寺嶋ガバナーを始めとす
る役員、スタッフの皆様を野
村会長率いる上総ＲＣのメン
バーと共にお迎えすることが
でき、本当にうれしく思いま
す。
 寺嶋ガバナーは柏商工会議
所、野村会長は君津商工会議
所の会頭という重責を担う中で、ＲＣにおいても
このようにご活躍されています。
 そのほか、地区役員の皆様、上総ＲＣ、また私達
君津ＲＣの会員のメンバーにおかれましても、そ
れぞれ企業や他団体の役を担っている方が多数い
らっしゃいます。そのような中で、これだけ多く
の皆さんにご参加いただいたことに改めて御礼申
し上げます。
 大切な仲間である皆さまと共に、このＲＣの貴重

な時間を１分１秒も無駄にすることなく、地域貢
献と世界平和活動につながる話し合いや、懇親を
深め、ひいては、この機会に新たな友情が生まれ
ることを祈念しまして、開催地会長のご挨拶とさ
せていただきます。
 一人のロータリアンとして、地域貢献と世界平和
を目指すロータリーの仲間として、皆が平和に暮
らしていける世の中を実現するために、共にロー
タリー活動を行っていきましょう！

報　　告
１．９月25日に第４回定例理事会議が開催されま
したので報告致します。
１）会計報告　＊承認
　９月分の実績を集計後、資料を作成し１０月
に理事へ配布する
２）指名委員会開催について　＊承認
　①日　時：10月30日（月）11 時 30 分～（例会前）
　②委員長：鈴木直前会長
　③メンバー：パスト会長５名＋会長・副会長・幹事・
　　　　　会長エレクト

宮本・釼持・川名・黒岩・鈴木・隈元・
早見・荒井・永嶌　計９名

３）新入会員について　＊承認
　北見洋司（75歳）君津ビジネスサービス㈱　
＊11月６日（月）入会予定
　職業分類：事務用品販売
　推薦者：西山会員
４）新入会員の委員会所属について　＊承認
　本日入会する坂本直樹会員⇒親睦委員会
５）出前教室について　＊承認
　職業奉仕委員会より
　周西中より出前教室日程の希望あり（12月18
日or１月12日希望）
　12月18日（月）午前中に開催（時間等詳細に
ついては、中学校と調整中）
＊八重原中は１月、周西小は２月を予定して
います。

　日程が決まり次第報告致します。
６）枝豆収穫祭について　＊承認
　社会奉仕委員会より

10月14日、15日の両日とも雨の場合は、イベ
ントは中止。
翌週は、きみつ秋花火などイベントがあり、
豚汁などの用意が困難なため、枝豆は期間を
決め会員が収穫。残ったものは業者に依頼し
収穫する。
７）駅前花壇の花植えについて　＊承認
　プラン・見積もりについて異議なし
８）11月20日（月）の例会について＊承認
　夜間例会に変更。例会であるため会費をとる
のはどうか？という意見があるので、今年度
は1,000円会費を下げ7,000円とする。
９）スリランカブロジェクトについて　＊承認
　国際奉仕委員会より
①35万円の予算のうち20万円程度を浄水器へ
充当する（詳細は次回報告）
②スリランカでの寄贈式へは大住委員長・鈴
木直前会長が出席する

10）その他
①木更津東ＲＣ創立50周年記念式典
　平成30年５月19日（土）
②ガバナー公式訪問、ガバナー・幹事長・幹
事・ガバナー補佐へのお土産は上総のお酒
②上総ＲＣ会員へのお悔やみ電報について
　交流の深いクラブの現役会員のため、クラ
ブよりお悔やみ電報を会長名・会員一同に
て送りました。

２．寺嶋ガバナーより鈴木直前会長へ委嘱状をお
渡しします。

幹　事　報　告
君津ＲＣ　荒井潤一郎幹事　

１．君津特別支援学校にて10月７日に文化祭「君
特スマイルフェスタ」が開催されます。岡野幹
事が出席します。宜しくお願いします。
　　同じく君津特別支援学校にて10月16日に
「1000ケ所ミニ集会」が開催されます。こちら
は私（荒井幹事）が出席します。
２．親子体験枝豆収穫祭が開催されます。
　　　日　時：10月14日（土）
　　　場　所：君津市三船山畑他
　　14日が荒天の場合は、15日（日）実施。15日
も荒天の場合は収穫祭は中止とし、期間を決め
て会員で収穫します。なお、収穫しきれない場
合は業者に委託します。不明な点は、事務局ま
でお問合せ下さい。
３．東京神宮ＲＣ主催の明治神宮の清掃奉仕が行
われます。
　　　日　時：10月18日（水）

　　　場　所：明治神宮
　　　集　合：10時50分
　　詳細については、回覧致します。出欠につい
てご記入お願いします。

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報・第４分区週報につきまして
は、次回例会時に回覧します。
２．明治神宮清掃奉仕のご案内
３．きみつ秋花火2017　前日の協力及び当日の協
力・翌日清掃協力について
４．家族親睦ボウリング大会の出欠の案内
５．「駅前花壇花植え準備作業（花抜き）」及び
「駅前花壇花植え作業」の出欠の案内
６．第６回日台ロータリー親善会議の出欠の案内

〈配布物〉
１．ガバナー公式訪問次第

上総ＲＣ会長挨拶
上総ＲＣ　野村進一会長　

◎皆さんこんにちは。本日
は、君津．上総ガバナー公
式訪問合同例会日です。始
めに寺嶋ガバナーを始め地
区幹事長の神野様．地区幹
事の風澤様．第四分区ガバ
ナー補佐の内田様に於かれ
ましては大変お忙しい中に
も関わりませずご来訪いた
だき誠にありがとうございました。一同感謝申
し上げます。
◎挨拶の前に、去る９月20日にご逝去されまし
た、当クラブ会員でありました田中伸之介様の
お通夜．告別式には、沢山の会員からの弔問を
いただき故人に代わって感謝申し上げます。あ
りがとうございました。
◎９月24日（日）、平成29年度君津市総合防災訓
練が君津市松丘スポーツ広場で行われ、君津市
防火安全協会の来賓として参加してまいりまし
た。君津市長を始め、地元住民を中心に約1,000
名の参加があり、特に消防．警察．自衛隊連携
による災害救助訓練は素晴らしい活動でした。
◎参加して改めて必要性を感じたのは、災害直
後、ライフラインの復旧までは、何が無くても
飲料水の確保が一番大切であり、食料は少しの
間食べなくても生きられそうですが、水は無理
で普段から備蓄飲料水の必要性は急務でありま
す。ここ数年、地球の温暖化の影響で、嘗て経
験したことのない「何十年に一度」の割合で大

規模災害が起こっています。そんな中での地域
を挙げての非常時に備える日頃からの命を守る
ための訓練は大切だと思いました。私も災害に
備えて携帯のストラップに常時笛を着けていま
す。

◎本日のロータリーについては、毎週例会毎に
「４つのテスト」や奉仕の理想［理念］につい
て説明を行い、今日は５大奉仕についてお話す
る予定でしたが、合同例会の為と時間の都合
上、来週からに予定したいと思いますので、ど
うか楽しみにしていて下さい。

委　員　会　報　告
親　睦　委　員　会
10月の誕生祝・私の記念日

プ　ロ　グ　ラ　ム
国際ロータリー第2790地区寺嶋哲生ガバナー卓話
テーマ「地区運営に当たって」

国際ロータリー第2790地区　
寺嶋哲生ガバナー　

　本年度ガバナーを仰せつ
かっております寺嶋でござい
ます。本日は、上総ＲＣ、君
津ＲＣの合同例会に出席させ
ていただき、大変光栄に存じ
ます。この卓話では、ＲＩ会
長テーマや私の運営方針な
ど、只今私の思うところを
縷々お話し申し上げます。
　始めに、2017－18年度、ＲＩ会長テーマについ
て、話を申し上げます。イアン・ライズリー会長
が公表された会長テーマは、英文においては
「Rotary : Making a Difference」、日本語訳では
「ロータリー：変化をもたらす」でございまし
た。このテーマをどう解釈すべきであるか。ライ
ズリー会長の記された文章や講演から、会長はこ
のテーマを通じて次の三つの事柄について言及し
ていると思います。一つ目は、RIが推奨してきた
世界有数のボランティア団体を目指すとする方向
性を、会長自らも継承し、推進するという事。二
つ目は、その為に、私達ロータリアンには実践
的・具体的な奉仕プロジェクトを強く推奨すると
いう事。三つ目は、その奉仕プロジェクトは、決

して自己満足に終始することなく、受益者の人生
や境遇を変える結果を伴うものとすべき事。ライ
ズリー会長の真意はこのようなものであると、私
は理解致しました。
　さて、実践的な奉仕プロジェクトを推奨し、か
つ、柔軟性を導入したＲＩですが、しかし私は職
業倫理を中心とした奉仕の理念を決して忘れた訳
ではないと考えております。昨年名古屋で行われ
た情報研究会において、前ＲＩ会長であるジョ
ン・ジャーム氏は、「2016年の規定審議会におい
て、ロータリーの運営方法については大幅な柔軟
性が認められた。しかし、ロータリーの目的や中
核的価値観には全くの変更はなく、ロータリーの
本質は些かも変わっていない。」と述べられてお
ります。同様の発言は、先の国際協議会におい
て、ライズリー会長もされております。
　では、今後のＲＣは、どのような存在意義を持
つのか。私の地区運営の基本的な考え方をご説明
する前に、只今日本が置かれた時代背景から考え
てみたいと思います。まずは、日本のマクロ経済
の動向から、ロータリーを考えます。
　只今の日本政府の累積債務が、1000兆円を超
え、GDPの２倍を超える水準にまで拡大している
事。これは、皆様ご承知の通りです。2015年の春
でありましたが、当時自民党の政調会長であった
稲田氏は、2020年までにプライマリーバランスが
均衡できない場合、日本政府は実質的な財政破綻
状態に陥る可能性があると発言されております。
では、只今の日本のプライマリーバランスは、ど
のような状況にあるのか。財務省の試算によれ
ば、仮に消費税率を10％に引き上げ、名目で
３％、実質で２％の経済成長を達成したとして
も、なお８兆円が不足するとの事であります。そ
して現実は、消費税率を８％に上げただけにも関
わらず、現在の経済成長率は３％成長には程遠
い。稲田氏の見解が正しいとすれば日本は実質的
な財政破綻状態に陥る事になってしまいます。私
は、ここ最近、日本の財政に対する危機が、殆ど
語られなくなったという印象がありますが、その
事が逆に事態の深刻さを物語っているように思え
てなりません。
　とすれば、今後の日本で起きるであろう経済的
な逆境にあって、否応なく輝きを増すのは、ポー
ル・ハリスの標榜したロータリーでありましょ
う。ポール・ハリスに、あなたは何故ロータリー
を作ったのですか、と問うたところ、「寂しかっ
たから」と答えたという有名なエピソードがあり
ます。恐らくポール・ハリスが欲したものは、信
頼できるコミュニティーではなかったか。殺伐と
した時代に在って、安らぎを感じられる人間関

係。そんな、安心できるコミュニティーを欲して
いたのだと思います。ロータリー創世記にあった
得難い存在感、それが再び重要性を増す、私はそ
んな風に感じております。逆境にあってこそ存在
意義を増す、ＲＣとはそんな存在であると私は考
えております。
　次に、今後の人口動態から、戦略計画の重要性
について考えてみたいと思います。既に、只今の
日本の総人口が減少に転じている事は、皆様ご承
知の通りです。問題は、総人口の減少のみなら
ず、それを上回る速度で進む生産年齢人口の減少
と、高齢化の問題でございます。只今の世代別の
人口分布を見れば、70歳を目前に控えた団塊世代
が、ひときわ大きく突出をし、その次のピークは
只今40歳前後の世代、いわゆる団塊ジュニアで
す。団塊・団塊ジュニアに続く、第三のピークは
存在しておりません。すなわち、団塊ジュニアが
死ぬまで、この歪んだ人口分布が解消される事は
ない。つまり、解消までに40年近い歳月が必要で
ある事になります。
　生産年齢人口を非生産年齢人口で除した数字。
これが２を超えている状態を、人口ボーナスと呼
ぶそうです。嘗ての日本の高度経済成長期が、ま
さに人口ボーナス期でありました。「成長は全て
を覆い隠す」という格言がありますが、確かに高
度経済成長期は、殆どの投資が肯定された時代で
した。しかし、只今のような人口オーナス、ダウ
ンサイジングの時代には、問題を放置すれば傷口
は更に広がる。すなわち、時が解決してくれない
時代であると言えましょう。ロータリーも、例外
ではありません。不作為は、すなわち衰退を意味
します。RIが推奨するように、戦略計画が必要と
なる時代に入ったと言うべきでありましょう。
　理想的には、地区内の全クラブが、夫々に個性
あふれるクラブを目指し、独自の戦略計画を立案
して実行する。将来的には、こんな状況を目指す
べきでありましょう。とすれば、まず取り組むべ
きは、夫々のクラブが問題点を抽出し、課題を明
確にして、会員相互に共有する。それを端緒に戦
略計画の糸口として、将来的な戦略計画立案に向
けて一歩を踏み出す。本年度は、そんな一年とさ
れては如何でありましょうか。
　私は、只今現在、継続性を担保する合意形成の
手法が未整備である事。それが、2790地区の課題
であると考えております。地区においても、本年
は、戦略計画を立案する為のスキームを作る事。
それが大切であると、私は考えております。で
は、どう対応したら宜しいのか。次に、2017－18
年度の地区運営に当たり、留意すべき基本的な考
え方について、三つの視点から考察を試みます。

　第一の視点は、理念と実践です。かの決議23－
34が採択される前夜は、職業倫理を重視し、奉仕
活動においては、隠匿の美を是とする理念派。そ
して、金銭的奉仕や身体的奉仕といった、実践的
な奉仕活動を是とする実践派。この理念派と実践
派が、その対立を深めていたと聞き及びます。
ロータリークラブの設立が1905年でありますの
で、設立から僅か18年目の出来事です。加えて、
メルビン・ジョーンズによるライオンズクラブの
設立が1917年でありますので、ロータリーは創立
後の間もない時期から、この二つのスタンスに介
在するジレンマと対峙していたのだと言えましょ
う。
　只今のＲＩは、世界有数のボランティア団体を
目指し、DLPやCLPを推奨しております。しかし
その方向性に対しては、ロータリーの根幹を成す
べき職業倫理を軽んじているとの批判を間々耳に
致します。他方、実践派からは、理念にのみ拘泥
されるスタンスは、もはや世界の潮流に逆行し、
頑なな姿勢はロータリーの衰退に繋がるとの批判
もあるようです。
　では、これらの見解やスタンスの相違をどう咀
嚼し、どう解釈したら良いのか。結論から申し上
げるなら、私はこの事自体が、ロータリーの健全
さを端的に示す証であると考えます。どちらのス
タンスも、共にロータリーに対して真摯に向き合
う姿勢の結果であり、健全な自己批判の現れであ
る。更に私見を加えるなら、この二者は決して択
一でなく、共存が可能である。理念を掲げ、同時
に実践を示す事は、ロータリーを有意義ならしめ
る事こそあれ、名誉を損なうものではない。理念
は実践を否定せず、実践は理念を否定しない。私
は、そのように考えます。
　第二の視点は、事業と運営です。平成20年から
施行された公益法人の認可基準によれば、財団や
社団が公益性を認定される基準として、「公益目
的事業比率」という概念が提示されました。公益
法人の支出する公益事業費は、運営費を加えた経
常的支出に対し、50％を超えていなければならな
いというルールです。そもそも公益事業とは、
「不特定かつ多数の福祉の向上に資するもの」と
定義されます。ですから、例えばロータリーの行
う親睦事業。この受益者は会員自身という事です
ので、不特定多数ではありません。従って、これ
は共益的な事業であって、公益事業としては認め
られない事になります。ロータリーの行う社会奉
仕や国際奉仕・青少年奉仕といった奉仕プロジェ
クト、加えてロータリー財団や米山奨学会に掛か
る事業費が、公益事業費として認められる事にな
ります。

　勿論、ＲＣは法人化されていない任意団体であ
りますし、公益性の認定を目指している訳ではあ
りません。そもそも、会員間の親睦といった共益
的事業も、極めて重要な事業の柱の一つでありま
すから、公益目的事業比率を50％以上にすべき蓋
然性はありません。しかし、ＲＩが世界有数のボ
ランティア団体を目指しているのであれば、私達
の支出する会費の使われ方が、幾許かでも公益的
に使われる比率を高める。そんな意識は、大切で
あると考えます。
　第三の視点は、継続と革新です。決議23－34の
第４項「奉仕する者は行動しなければならない」
から始まる条文には、「いずれのＲＣも、毎年
度、何か一つの主だった社会奉仕活動を、それも
毎年度異なっていて、できればその会計年度内に
完了できるようなものを後援する事が望ましい」
と記されており、単年度主義が明確です。また第5
項には、「いかなるクラブも、ロータリーの目的
を無視したり、ＲＣ結成の本来の目的を危うくす
るような社会奉仕活動を行ってはならない」と記
されており、この文章を始めとする決議23－34に
散りばめられた精神は、ロータリーを志す人間の
姿勢を明確にし、職業人として取り組むべきは自
らのスキルを活かした職業倫理の実践であるべき
であるとし、金銭的身体的な奉仕活動はアマチュ
アリズムの限界を正しく認識して取り組むべきで
あるとの内容を謳っている様に思います。私は、
この事には、この上なく良質なロータリーの節度
を感じます。私は、職業こそが最大の社会貢献で
あると考えておりますゆえ、この精神には、深く
感銘し共感を覚えます。恐らくは、日本のロータ
リアンが薫陶を受け、今なお敬愛するロータリー
とは、このような存在であったのだと思われま
す。
　しかしながら、近年のＲＩの目指す方向性は、
陰徳の美から陽徳の団体への変質を求めており、
更には戦略計画委員会の設置が推奨されるなど、
事業の継続性が推奨され始めております。実際、
ポリオプラスに代表されるロータリー財団の行う
各種事業は、単年度では全く意味をなさない壮大
な事業である。まさに、継続は力なりを体現す
る、プロフェッショナリズムに満ちた奉仕活動で
あります。先に開催された国際協議会において
も、ＲＩ会長は繰り返し「持続可能性と継続」に
ついて口述されておりました。私は、「持続可能
性」とは自律的に継続可能となる事業の質につい
ての概念である。一方「継続」とは、事業の効果
を高めるためのリーダーシップの継続を意味して
いるものと理解致します。いずれにせよ、RIは従
来の単年度主義を超え、より責任を伴う奉仕プロ

ジェクトを要求しているものと感じますが、如何
でありましょうか。
　最後に、地区の戦略計画委員会について、お話
を申し上げます。先に、人口動態と戦略計画につ
いてお話申し上げましたが、人口減少期において
は、不作為は事業の衰退を意味致します。しか
し、永年、単年度主義を旨として来たロータリー
ですから、複数年度に渡る事業継続の意思決定方
法が、未整備であると考えます。それは、2790地
区においても例外ではなく、故に、戦略計画委員
会を恒常的に機能させ、地区の戦略計画に反映さ
せる事。それが、私の最も重要なミッションであ
ると考えております。
　私の考える地区戦略計画委員会は、ガバナー・
ガバナーエレクト・ガバナーノミニー・ガバナー
ノミニーデジグネイト・直前ガバナー・前前年ガ
バナーより構成される委員会とし、必要に応じ
て、実務レベルの検討を行う委員を任命致しま
す。地区において、単年度では意味をなさない事
業計画や、一年間で合議に達する事が難しい改変
等を審議立案する事を目途と致します。当面の課
題として、櫻木年度において提起された、分区の
再編・地区事務所の設置、および、地区の法人化
を検討したいと考えます。どれもが、賛否両論あ
る重要な命題です。短兵急に結論を導くのは、適
切ではありません。であるが故に、情報を集めて
課題を整理し、得失を明らかにして合意を形成
し、最終的な是非を判断する。そんな機能を有す
る戦略計画委員会が、必要であると考える次第で
す。
　以上、初めにRI会長テーマ、次いでマクロ経済
から考えるロータリーの存在意義と、人口動態か
ら見た戦略計画の必要性をお話し、合わせて私の
運営方針について基本的な考え方をご説明申し上
げました。本年度、上総ＲＣ、君津ＲＣの活動が
実り多いものとなります事を心より祈念し、私の
卓話とさせて頂きます。ご清聴に感謝申し上げま
す。

上総ＲＣ・君津ＲＣ　合同クラブ協議会　プログラム
会　場：ホテル千成
司　会：上総ＲＣ　田中喜博幹事
13時40分
１．開会のことば
　　　君津ＲＣ　永蔦嘉嗣会長エレクト　
２．来賓紹介
　　　上総ＲＣ　野村進一会長　
３．出席者紹介
　　　上総ＲＣ　田中喜博幹事　
　　　君津ＲＣ　荒井潤一郎幹事　

４．ガバナー補佐挨拶
　　　内田　稔ガバナー補佐　
第１部
　①会長によるクラブ運営方針
　　　上総ＲＣ　野村進一会長
　　　君津ＲＣ　隈元雅博会長
　②親睦活動担当者による活動案
　　　上総ＲＣ　フェローシップ親睦担当　沖津光久委員
　　　君津ＲＣ　親睦委員会　佐々木博昭委員長
　③研修担当者による研修計画
　　　上総ＲＣ　管理運営委員会　白熊　大委員長
　　　君津ＲＣ　小幡　倖研修リーダー
　④会員増強担当者による増強計画
　　　上総ＲＣ　会員増強・退会防止委員会　山田弘一委員長
　　　君津ＲＣ　会員増強委員会　永嶌嘉嗣委員長
　⑤奉仕プロジェクト担当者による実施計画
　　　上総ＲＣ　社会奉仕委員会　松井敏郎委員長
　　　君津ＲＣ　奉仕プロジェクト委員会　永嶌嘉嗣委員長
　⑥ロータリー財団担当者による活動計画
　　　上総ＲＣ　ロータリー財団委員会　三浦　章委員長
　　　君津ＲＣ　ロータリー財団委員会　内藤智介委員長
　⑦米山奨学会担当者による活動計画
　　　上総ＲＣ　米山記念奨学会委員会　田丸方敏委員長
　　　君津ＲＣ　米山記念奨学会委員会　時下俊一委員長
　⑧ガバナー講評
　　　寺嶋哲生ガバナー
第２部
　①直前会長によるクラブの課題と対策案
　　　君津ＲＣ　鈴木荘一直前会長
　　　上総ＲＣ　鳥井正俊直前幹事
　②塾ガバナー講評
　　　寺嶋哲生ガバナー
第３部
　クラブからの質疑とガバナーによる応答
15時10分
４．閉会の言葉
　　　上総ＲＣ　梅原正一会長エレクト

上総ＲＣ・君津ＲＣ　合同懇親会　プログラム
会　場：ホテル千成　３Ｆ
司　会：君津ＲＣ　荒井潤一郎幹事
15時20分
１．開会のことば
　　　上総ＲＣ　野村進一会長
２．来賓挨拶
　　　国際ロータリー第2790地区　寺嶋哲生ガバナー
３．乾　杯
　　　君津ＲＣ　秋元秀夫パストガバナー
16時20分
４．中締め
　　　君津ＲＣ　隈元雅博会長

ニコニコＢＯＸ
国際ロータリー2790地区ガバナー
寺嶋様を始めとする、地区役員の
皆様、野村会長を始めとする上総
ＲＣの役員、メンバーの皆様、本
日はありがとうございました。こ
れからも、皆様と共に地域貢献と
世界平和活動を推進してまいりま
す。今後ともご指導ご鞭撻の程、
よろしくお願いいたします！
～Think Glocal～（シンク グロー
カル）「地域貢献と世界平和活動
の両立」を共に目指して行動しま
しょう！
ガバナー、ガバナー補佐、会長、
幹事ありがとうございました。お
話しを頂いた内容を参考に楽しく
居心地の良いクラブになる様にこ
れからもロータリー活動頑張りま
す。
寺嶋ガバナー、ご苦労様。日頃は
当クラブへの格別なご配慮ありが
たく感謝いたして居ります。
本日は寺嶋哲夫ガバナー様、神野
美明地区幹事長様、風澤俊夫地区
幹事様、内田稔ガバナー補佐様、
ご来訪あちがとうございます。ま
た、クラブ運営について、貴重な
ご助言を頂きありがとうございま
す。
上総ＲＣとの合同例会、寺嶋ガバ
ナーを迎えての合同クラブ協議
会、本日はありがとうございまし
た。
皆様、こんにちは！！上総ＲＣの皆
様、本日はお越し頂きありがとう
ございます。
今朝、起きたらひざが痛くてたま
りません。金曜日にゴルフがある
ので、玄々堂で治してもらいま
す。
寺嶋ガバナー、神野地区幹事長、
内田ガバナー補佐、ご来訪ありが
とうございます。ご指導よろしく
お願いします。
寺嶋ガバナー、神野幹事長、内田
ガバナー補佐、ご来訪ありがとう
ございます。上総ＲＣの皆さんも
ようこそ君津ＲＣへ。本日はご指
導よろしくお願いいたします。

本日のガバナー公式訪問にあた
り、合同例会に君津の地においで
くださりありがとうございます。
寺嶋ガバナー、卓話ありがとうご
ざいました。君津ＲＣは女性会員
が４名です。会員増強、女性会員
２名増員目標に向け、お声掛けし
ています。そしてそして、私！お
ばあちゃんになりました。初孫が
生まれました。孫は可愛いです
ね。天使です。
寺嶋ガバナー、神野地区幹事長、
内田ガバナー補佐、本日はありが
とうございました。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、ありがとうございました。
誕生祝い、ありがとうございまし
た。
週末、家族サービスで軽井沢へ
行ってきました。人があまりいな
いレイクガーデンで朝日を浴びな
がら散歩するのもいいものです。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、お忙しい中、ご来訪いただき
ありがとうございます。本日の卓
話楽しみにしております。
寺嶋ガバナー、本日はガバナー公
式訪問ありがとうございます。本
日一日宜しくお願いします。
寺嶋ガバナー、関係の皆様、上総
ロータリー野村会長、関係の皆
様、御来訪ありがとうございま
す。先週から、会社からのIpadを使
いはじめました。今までは、会社
のノートパソコン、個人Iphoneのみ
でしたが、Ipadを加えて、場面場面
に応じた最適な活用方法を見つけ
出すのにしばらく試行錯誤が必要
になりそうです。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、神野地区幹事長、風澤幹事の
ご来訪を心より歓迎します。
寺嶋様、神野様、内田様、上総Ｒ
Ｃの皆様、本日はお越し頂きあり
がとうございます。10月に入りま
した。今週末にはマジックの組合
せが決まる予定。熱いご声援を宜
しくお願いします。
前回、入会式にて入会の御承認を
いただきありがとうございまし

た。今回より活動にも正式に参加
させていただきますので、よろし
くお願い致します。
寺嶋ガバナー、神野地区幹事長、
風澤地区幹事、上総ＲＣの皆様、
本日は来訪ありがとうございま
す。あっという間に３ケ月が過ぎ
てしまいましたが、これからも共
にロータリー活動を頑張りましょ
う。
本日は寺嶋ガバナーを始め、沢山
のご来賓の方にお越し頂き有難う
御座います。この後の合同クラブ
協議会、懇親会もよろしくお願い
致します。
ご来訪の皆様、ようこそ君津ＲＣ
へ。本日はよろしくお願いしま
す。
最近始めたウォーキング継続中で
す。「脱いだらスゴイんです」を
目指して頑張ります。
上総ＲＣの皆様ようこそ君津へ！
合同クラブ協議会が盛況に進みま
すように皆様がんばりましょう。
１ケ月とちょっと振りの参加と
なってしまい、申し訳ありませ
ん。（その間に誕生祝いを頂きま
してありがとうございます）仕事
と私事とでバタバタしており、本
日も例会までの参加となってしま
います。（落ち着きましたら、
しっかり出席します）よろしくお
願いします。
皆様、ようこそ君津ロータリーへ
これからもロータリー活動がんば
ります。ありがとうございまし
た。
業務の都合でクラブ協議会及び懇
親会を欠席し申し訳ございませ
ん。
昨日、九州に戻りはじめて鍼灸と
整体をしました。疲労がとれて体
調が良くなった様に感じます。皆
さんもどうでしょうか。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補佐
お出でいただきありがとうござい
ます。また、上総ＲＣの皆様よう
こそ。初めてのガバナー公式訪問
と言う事で大変勉強となりまし
た。今後ともよろしくお願いしま

す。先日は、私の記念日ですばら
しいお花をいただきありがとうご
ざいます。妻も大変喜んで毎日気
にしています。
寺嶋ガバナー様、上総ＲＣ野村会
長様他の皆様、本日のご来訪あり
がとうございます。貴重な卓話を
いただき、上総ＲＣの皆様との連
帯を深められた事うれしく感じま
す。これからも和をもって君津・
上総の地を盛り上げていきましょ
う。
上総・君津の合同ガバナー公式訪
問の盛会を願います。寺嶋ガバ
ナー訪問、ご苦労さんです。今日
はよろしくお願い致します。
追伸：（私の記念日）結婚記念日
のお祝、有難うございます。
第2790地区寺嶋ガバナー、神野地
区幹事長、第４分区内田ガバナー
補佐、上総ＲＣ・君津ＲＣ合同ガ
バナー公式訪問、ご苦労様です。
本日はよろしくお願いします。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、神野幹事長、風澤幹事、本日
はありがとうございました。又、
上総ＲＣの皆様お世話になりまし
た。今後共宜しくお願い申し上げ
ます。

君津市総合防災訓練の様子
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10月の私の記念日



隈元　雅博

荒井潤一郎

秋元　秀夫

永嶌　嘉嗣

岡野　　祐

村上　　進

廣田　二郎

阿部　昭広

武田富士子

大森　俊介

吉野　和弘

遠田　祐治

近藤　洋子

鈴木　荘一

倉繁　　裕

時下　俊一

西山　　肇

坂本　直樹

内山貴美子

佐々木昭博

内藤　智介

松井泰次郎

猪瀬　　浩

福田　順也

谷口　弘志

谷　　浩司

中村　圭一

阿部　正雄

黒岩　靖之

吉田　雅彦

例会日　毎週月曜日
　　　　12:30PM～13:30PM
例会場　ホテル千成
　　　　Tel:0439-52-8511

事務局
〒299-1144君津市東坂田1-3-3-304
Tel:0439-52-8882
Fax:0439-20-8880
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（敬称略）

隈元　雅博君津ＲＣ会長
君が代
奉仕の理想
寺嶋　哲生
（国際ロータリー2790地区ガバナー）
神野　美明
（国際ロータリー2790地区　地区幹事長）
風澤　俊夫
（国際ロータリー2790地区　地区幹事）
内田　　稔
（国際ロータリー2790地区　ガバナー補佐）
岡野　　祐会員

上総ＲＣ・君津ＲＣ　合同例会
Vol. 11回　　Ｎｏ.2021　　2017.10.2

会長挨拶及び報告
君津ＲＣ　隈元雅博会長　

　本日、2790地区2017－2018
年度寺嶋ガバナーを始めとす
る役員、スタッフの皆様を野
村会長率いる上総ＲＣのメン
バーと共にお迎えすることが
でき、本当にうれしく思いま
す。
 寺嶋ガバナーは柏商工会議
所、野村会長は君津商工会議
所の会頭という重責を担う中で、ＲＣにおいても
このようにご活躍されています。
 そのほか、地区役員の皆様、上総ＲＣ、また私達
君津ＲＣの会員のメンバーにおかれましても、そ
れぞれ企業や他団体の役を担っている方が多数い
らっしゃいます。そのような中で、これだけ多く
の皆さんにご参加いただいたことに改めて御礼申
し上げます。
 大切な仲間である皆さまと共に、このＲＣの貴重

な時間を１分１秒も無駄にすることなく、地域貢
献と世界平和活動につながる話し合いや、懇親を
深め、ひいては、この機会に新たな友情が生まれ
ることを祈念しまして、開催地会長のご挨拶とさ
せていただきます。
 一人のロータリアンとして、地域貢献と世界平和
を目指すロータリーの仲間として、皆が平和に暮
らしていける世の中を実現するために、共にロー
タリー活動を行っていきましょう！

報　　告
１．９月25日に第４回定例理事会議が開催されま
したので報告致します。
１）会計報告　＊承認
　９月分の実績を集計後、資料を作成し１０月
に理事へ配布する
２）指名委員会開催について　＊承認
　①日　時：10月30日（月）11 時 30 分～（例会前）
　②委員長：鈴木直前会長
　③メンバー：パスト会長５名＋会長・副会長・幹事・
　　　　　会長エレクト

宮本・釼持・川名・黒岩・鈴木・隈元・
早見・荒井・永嶌　計９名

３）新入会員について　＊承認
　北見洋司（75歳）君津ビジネスサービス㈱　
＊11月６日（月）入会予定
　職業分類：事務用品販売
　推薦者：西山会員
４）新入会員の委員会所属について　＊承認
　本日入会する坂本直樹会員⇒親睦委員会
５）出前教室について　＊承認
　職業奉仕委員会より
　周西中より出前教室日程の希望あり（12月18
日or１月12日希望）
　12月18日（月）午前中に開催（時間等詳細に
ついては、中学校と調整中）
＊八重原中は１月、周西小は２月を予定して
います。

　日程が決まり次第報告致します。
６）枝豆収穫祭について　＊承認
　社会奉仕委員会より

10月14日、15日の両日とも雨の場合は、イベ
ントは中止。
翌週は、きみつ秋花火などイベントがあり、
豚汁などの用意が困難なため、枝豆は期間を
決め会員が収穫。残ったものは業者に依頼し
収穫する。
７）駅前花壇の花植えについて　＊承認
　プラン・見積もりについて異議なし
８）11月20日（月）の例会について＊承認
　夜間例会に変更。例会であるため会費をとる
のはどうか？という意見があるので、今年度
は1,000円会費を下げ7,000円とする。
９）スリランカブロジェクトについて　＊承認
　国際奉仕委員会より
①35万円の予算のうち20万円程度を浄水器へ
充当する（詳細は次回報告）
②スリランカでの寄贈式へは大住委員長・鈴
木直前会長が出席する

10）その他
①木更津東ＲＣ創立50周年記念式典
　平成30年５月19日（土）
②ガバナー公式訪問、ガバナー・幹事長・幹
事・ガバナー補佐へのお土産は上総のお酒
②上総ＲＣ会員へのお悔やみ電報について
　交流の深いクラブの現役会員のため、クラ
ブよりお悔やみ電報を会長名・会員一同に
て送りました。

２．寺嶋ガバナーより鈴木直前会長へ委嘱状をお
渡しします。

幹　事　報　告
君津ＲＣ　荒井潤一郎幹事　

１．君津特別支援学校にて10月７日に文化祭「君
特スマイルフェスタ」が開催されます。岡野幹
事が出席します。宜しくお願いします。
　　同じく君津特別支援学校にて10月16日に
「1000ケ所ミニ集会」が開催されます。こちら
は私（荒井幹事）が出席します。
２．親子体験枝豆収穫祭が開催されます。
　　　日　時：10月14日（土）
　　　場　所：君津市三船山畑他
　　14日が荒天の場合は、15日（日）実施。15日
も荒天の場合は収穫祭は中止とし、期間を決め
て会員で収穫します。なお、収穫しきれない場
合は業者に委託します。不明な点は、事務局ま
でお問合せ下さい。
３．東京神宮ＲＣ主催の明治神宮の清掃奉仕が行
われます。
　　　日　時：10月18日（水）

　　　場　所：明治神宮
　　　集　合：10時50分
　　詳細については、回覧致します。出欠につい
てご記入お願いします。

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報・第４分区週報につきまして
は、次回例会時に回覧します。
２．明治神宮清掃奉仕のご案内
３．きみつ秋花火2017　前日の協力及び当日の協
力・翌日清掃協力について
４．家族親睦ボウリング大会の出欠の案内
５．「駅前花壇花植え準備作業（花抜き）」及び
「駅前花壇花植え作業」の出欠の案内
６．第６回日台ロータリー親善会議の出欠の案内

〈配布物〉
１．ガバナー公式訪問次第

上総ＲＣ会長挨拶
上総ＲＣ　野村進一会長　

◎皆さんこんにちは。本日
は、君津．上総ガバナー公
式訪問合同例会日です。始
めに寺嶋ガバナーを始め地
区幹事長の神野様．地区幹
事の風澤様．第四分区ガバ
ナー補佐の内田様に於かれ
ましては大変お忙しい中に
も関わりませずご来訪いた
だき誠にありがとうございました。一同感謝申
し上げます。
◎挨拶の前に、去る９月20日にご逝去されまし
た、当クラブ会員でありました田中伸之介様の
お通夜．告別式には、沢山の会員からの弔問を
いただき故人に代わって感謝申し上げます。あ
りがとうございました。
◎９月24日（日）、平成29年度君津市総合防災訓
練が君津市松丘スポーツ広場で行われ、君津市
防火安全協会の来賓として参加してまいりまし
た。君津市長を始め、地元住民を中心に約1,000
名の参加があり、特に消防．警察．自衛隊連携
による災害救助訓練は素晴らしい活動でした。
◎参加して改めて必要性を感じたのは、災害直
後、ライフラインの復旧までは、何が無くても
飲料水の確保が一番大切であり、食料は少しの
間食べなくても生きられそうですが、水は無理
で普段から備蓄飲料水の必要性は急務でありま
す。ここ数年、地球の温暖化の影響で、嘗て経
験したことのない「何十年に一度」の割合で大

規模災害が起こっています。そんな中での地域
を挙げての非常時に備える日頃からの命を守る
ための訓練は大切だと思いました。私も災害に
備えて携帯のストラップに常時笛を着けていま
す。

◎本日のロータリーについては、毎週例会毎に
「４つのテスト」や奉仕の理想［理念］につい
て説明を行い、今日は５大奉仕についてお話す
る予定でしたが、合同例会の為と時間の都合
上、来週からに予定したいと思いますので、ど
うか楽しみにしていて下さい。

委　員　会　報　告
親　睦　委　員　会
10月の誕生祝・私の記念日

プ　ロ　グ　ラ　ム
国際ロータリー第2790地区寺嶋哲生ガバナー卓話
テーマ「地区運営に当たって」

国際ロータリー第2790地区　
寺嶋哲生ガバナー　

　本年度ガバナーを仰せつ
かっております寺嶋でござい
ます。本日は、上総ＲＣ、君
津ＲＣの合同例会に出席させ
ていただき、大変光栄に存じ
ます。この卓話では、ＲＩ会
長テーマや私の運営方針な
ど、只今私の思うところを
縷々お話し申し上げます。
　始めに、2017－18年度、ＲＩ会長テーマについ
て、話を申し上げます。イアン・ライズリー会長
が公表された会長テーマは、英文においては
「Rotary : Making a Difference」、日本語訳では
「ロータリー：変化をもたらす」でございまし
た。このテーマをどう解釈すべきであるか。ライ
ズリー会長の記された文章や講演から、会長はこ
のテーマを通じて次の三つの事柄について言及し
ていると思います。一つ目は、RIが推奨してきた
世界有数のボランティア団体を目指すとする方向
性を、会長自らも継承し、推進するという事。二
つ目は、その為に、私達ロータリアンには実践
的・具体的な奉仕プロジェクトを強く推奨すると
いう事。三つ目は、その奉仕プロジェクトは、決

して自己満足に終始することなく、受益者の人生
や境遇を変える結果を伴うものとすべき事。ライ
ズリー会長の真意はこのようなものであると、私
は理解致しました。
　さて、実践的な奉仕プロジェクトを推奨し、か
つ、柔軟性を導入したＲＩですが、しかし私は職
業倫理を中心とした奉仕の理念を決して忘れた訳
ではないと考えております。昨年名古屋で行われ
た情報研究会において、前ＲＩ会長であるジョ
ン・ジャーム氏は、「2016年の規定審議会におい
て、ロータリーの運営方法については大幅な柔軟
性が認められた。しかし、ロータリーの目的や中
核的価値観には全くの変更はなく、ロータリーの
本質は些かも変わっていない。」と述べられてお
ります。同様の発言は、先の国際協議会におい
て、ライズリー会長もされております。
　では、今後のＲＣは、どのような存在意義を持
つのか。私の地区運営の基本的な考え方をご説明
する前に、只今日本が置かれた時代背景から考え
てみたいと思います。まずは、日本のマクロ経済
の動向から、ロータリーを考えます。
　只今の日本政府の累積債務が、1000兆円を超
え、GDPの２倍を超える水準にまで拡大している
事。これは、皆様ご承知の通りです。2015年の春
でありましたが、当時自民党の政調会長であった
稲田氏は、2020年までにプライマリーバランスが
均衡できない場合、日本政府は実質的な財政破綻
状態に陥る可能性があると発言されております。
では、只今の日本のプライマリーバランスは、ど
のような状況にあるのか。財務省の試算によれ
ば、仮に消費税率を10％に引き上げ、名目で
３％、実質で２％の経済成長を達成したとして
も、なお８兆円が不足するとの事であります。そ
して現実は、消費税率を８％に上げただけにも関
わらず、現在の経済成長率は３％成長には程遠
い。稲田氏の見解が正しいとすれば日本は実質的
な財政破綻状態に陥る事になってしまいます。私
は、ここ最近、日本の財政に対する危機が、殆ど
語られなくなったという印象がありますが、その
事が逆に事態の深刻さを物語っているように思え
てなりません。
　とすれば、今後の日本で起きるであろう経済的
な逆境にあって、否応なく輝きを増すのは、ポー
ル・ハリスの標榜したロータリーでありましょ
う。ポール・ハリスに、あなたは何故ロータリー
を作ったのですか、と問うたところ、「寂しかっ
たから」と答えたという有名なエピソードがあり
ます。恐らくポール・ハリスが欲したものは、信
頼できるコミュニティーではなかったか。殺伐と
した時代に在って、安らぎを感じられる人間関

係。そんな、安心できるコミュニティーを欲して
いたのだと思います。ロータリー創世記にあった
得難い存在感、それが再び重要性を増す、私はそ
んな風に感じております。逆境にあってこそ存在
意義を増す、ＲＣとはそんな存在であると私は考
えております。
　次に、今後の人口動態から、戦略計画の重要性
について考えてみたいと思います。既に、只今の
日本の総人口が減少に転じている事は、皆様ご承
知の通りです。問題は、総人口の減少のみなら
ず、それを上回る速度で進む生産年齢人口の減少
と、高齢化の問題でございます。只今の世代別の
人口分布を見れば、70歳を目前に控えた団塊世代
が、ひときわ大きく突出をし、その次のピークは
只今40歳前後の世代、いわゆる団塊ジュニアで
す。団塊・団塊ジュニアに続く、第三のピークは
存在しておりません。すなわち、団塊ジュニアが
死ぬまで、この歪んだ人口分布が解消される事は
ない。つまり、解消までに40年近い歳月が必要で
ある事になります。
　生産年齢人口を非生産年齢人口で除した数字。
これが２を超えている状態を、人口ボーナスと呼
ぶそうです。嘗ての日本の高度経済成長期が、ま
さに人口ボーナス期でありました。「成長は全て
を覆い隠す」という格言がありますが、確かに高
度経済成長期は、殆どの投資が肯定された時代で
した。しかし、只今のような人口オーナス、ダウ
ンサイジングの時代には、問題を放置すれば傷口
は更に広がる。すなわち、時が解決してくれない
時代であると言えましょう。ロータリーも、例外
ではありません。不作為は、すなわち衰退を意味
します。RIが推奨するように、戦略計画が必要と
なる時代に入ったと言うべきでありましょう。
　理想的には、地区内の全クラブが、夫々に個性
あふれるクラブを目指し、独自の戦略計画を立案
して実行する。将来的には、こんな状況を目指す
べきでありましょう。とすれば、まず取り組むべ
きは、夫々のクラブが問題点を抽出し、課題を明
確にして、会員相互に共有する。それを端緒に戦
略計画の糸口として、将来的な戦略計画立案に向
けて一歩を踏み出す。本年度は、そんな一年とさ
れては如何でありましょうか。
　私は、只今現在、継続性を担保する合意形成の
手法が未整備である事。それが、2790地区の課題
であると考えております。地区においても、本年
は、戦略計画を立案する為のスキームを作る事。
それが大切であると、私は考えております。で
は、どう対応したら宜しいのか。次に、2017－18
年度の地区運営に当たり、留意すべき基本的な考
え方について、三つの視点から考察を試みます。

　第一の視点は、理念と実践です。かの決議23－
34が採択される前夜は、職業倫理を重視し、奉仕
活動においては、隠匿の美を是とする理念派。そ
して、金銭的奉仕や身体的奉仕といった、実践的
な奉仕活動を是とする実践派。この理念派と実践
派が、その対立を深めていたと聞き及びます。
ロータリークラブの設立が1905年でありますの
で、設立から僅か18年目の出来事です。加えて、
メルビン・ジョーンズによるライオンズクラブの
設立が1917年でありますので、ロータリーは創立
後の間もない時期から、この二つのスタンスに介
在するジレンマと対峙していたのだと言えましょ
う。
　只今のＲＩは、世界有数のボランティア団体を
目指し、DLPやCLPを推奨しております。しかし
その方向性に対しては、ロータリーの根幹を成す
べき職業倫理を軽んじているとの批判を間々耳に
致します。他方、実践派からは、理念にのみ拘泥
されるスタンスは、もはや世界の潮流に逆行し、
頑なな姿勢はロータリーの衰退に繋がるとの批判
もあるようです。
　では、これらの見解やスタンスの相違をどう咀
嚼し、どう解釈したら良いのか。結論から申し上
げるなら、私はこの事自体が、ロータリーの健全
さを端的に示す証であると考えます。どちらのス
タンスも、共にロータリーに対して真摯に向き合
う姿勢の結果であり、健全な自己批判の現れであ
る。更に私見を加えるなら、この二者は決して択
一でなく、共存が可能である。理念を掲げ、同時
に実践を示す事は、ロータリーを有意義ならしめ
る事こそあれ、名誉を損なうものではない。理念
は実践を否定せず、実践は理念を否定しない。私
は、そのように考えます。
　第二の視点は、事業と運営です。平成20年から
施行された公益法人の認可基準によれば、財団や
社団が公益性を認定される基準として、「公益目
的事業比率」という概念が提示されました。公益
法人の支出する公益事業費は、運営費を加えた経
常的支出に対し、50％を超えていなければならな
いというルールです。そもそも公益事業とは、
「不特定かつ多数の福祉の向上に資するもの」と
定義されます。ですから、例えばロータリーの行
う親睦事業。この受益者は会員自身という事です
ので、不特定多数ではありません。従って、これ
は共益的な事業であって、公益事業としては認め
られない事になります。ロータリーの行う社会奉
仕や国際奉仕・青少年奉仕といった奉仕プロジェ
クト、加えてロータリー財団や米山奨学会に掛か
る事業費が、公益事業費として認められる事にな
ります。

　勿論、ＲＣは法人化されていない任意団体であ
りますし、公益性の認定を目指している訳ではあ
りません。そもそも、会員間の親睦といった共益
的事業も、極めて重要な事業の柱の一つでありま
すから、公益目的事業比率を50％以上にすべき蓋
然性はありません。しかし、ＲＩが世界有数のボ
ランティア団体を目指しているのであれば、私達
の支出する会費の使われ方が、幾許かでも公益的
に使われる比率を高める。そんな意識は、大切で
あると考えます。
　第三の視点は、継続と革新です。決議23－34の
第４項「奉仕する者は行動しなければならない」
から始まる条文には、「いずれのＲＣも、毎年
度、何か一つの主だった社会奉仕活動を、それも
毎年度異なっていて、できればその会計年度内に
完了できるようなものを後援する事が望ましい」
と記されており、単年度主義が明確です。また第5
項には、「いかなるクラブも、ロータリーの目的
を無視したり、ＲＣ結成の本来の目的を危うくす
るような社会奉仕活動を行ってはならない」と記
されており、この文章を始めとする決議23－34に
散りばめられた精神は、ロータリーを志す人間の
姿勢を明確にし、職業人として取り組むべきは自
らのスキルを活かした職業倫理の実践であるべき
であるとし、金銭的身体的な奉仕活動はアマチュ
アリズムの限界を正しく認識して取り組むべきで
あるとの内容を謳っている様に思います。私は、
この事には、この上なく良質なロータリーの節度
を感じます。私は、職業こそが最大の社会貢献で
あると考えておりますゆえ、この精神には、深く
感銘し共感を覚えます。恐らくは、日本のロータ
リアンが薫陶を受け、今なお敬愛するロータリー
とは、このような存在であったのだと思われま
す。
　しかしながら、近年のＲＩの目指す方向性は、
陰徳の美から陽徳の団体への変質を求めており、
更には戦略計画委員会の設置が推奨されるなど、
事業の継続性が推奨され始めております。実際、
ポリオプラスに代表されるロータリー財団の行う
各種事業は、単年度では全く意味をなさない壮大
な事業である。まさに、継続は力なりを体現す
る、プロフェッショナリズムに満ちた奉仕活動で
あります。先に開催された国際協議会において
も、ＲＩ会長は繰り返し「持続可能性と継続」に
ついて口述されておりました。私は、「持続可能
性」とは自律的に継続可能となる事業の質につい
ての概念である。一方「継続」とは、事業の効果
を高めるためのリーダーシップの継続を意味して
いるものと理解致します。いずれにせよ、RIは従
来の単年度主義を超え、より責任を伴う奉仕プロ

ジェクトを要求しているものと感じますが、如何
でありましょうか。
　最後に、地区の戦略計画委員会について、お話
を申し上げます。先に、人口動態と戦略計画につ
いてお話申し上げましたが、人口減少期において
は、不作為は事業の衰退を意味致します。しか
し、永年、単年度主義を旨として来たロータリー
ですから、複数年度に渡る事業継続の意思決定方
法が、未整備であると考えます。それは、2790地
区においても例外ではなく、故に、戦略計画委員
会を恒常的に機能させ、地区の戦略計画に反映さ
せる事。それが、私の最も重要なミッションであ
ると考えております。
　私の考える地区戦略計画委員会は、ガバナー・
ガバナーエレクト・ガバナーノミニー・ガバナー
ノミニーデジグネイト・直前ガバナー・前前年ガ
バナーより構成される委員会とし、必要に応じ
て、実務レベルの検討を行う委員を任命致しま
す。地区において、単年度では意味をなさない事
業計画や、一年間で合議に達する事が難しい改変
等を審議立案する事を目途と致します。当面の課
題として、櫻木年度において提起された、分区の
再編・地区事務所の設置、および、地区の法人化
を検討したいと考えます。どれもが、賛否両論あ
る重要な命題です。短兵急に結論を導くのは、適
切ではありません。であるが故に、情報を集めて
課題を整理し、得失を明らかにして合意を形成
し、最終的な是非を判断する。そんな機能を有す
る戦略計画委員会が、必要であると考える次第で
す。
　以上、初めにRI会長テーマ、次いでマクロ経済
から考えるロータリーの存在意義と、人口動態か
ら見た戦略計画の必要性をお話し、合わせて私の
運営方針について基本的な考え方をご説明申し上
げました。本年度、上総ＲＣ、君津ＲＣの活動が
実り多いものとなります事を心より祈念し、私の
卓話とさせて頂きます。ご清聴に感謝申し上げま
す。

上総ＲＣ・君津ＲＣ　合同クラブ協議会　プログラム
会　場：ホテル千成
司　会：上総ＲＣ　田中喜博幹事
13時40分
１．開会のことば
　　　君津ＲＣ　永蔦嘉嗣会長エレクト　
２．来賓紹介
　　　上総ＲＣ　野村進一会長　
３．出席者紹介
　　　上総ＲＣ　田中喜博幹事　
　　　君津ＲＣ　荒井潤一郎幹事　

４．ガバナー補佐挨拶
　　　内田　稔ガバナー補佐　
第１部
　①会長によるクラブ運営方針
　　　上総ＲＣ　野村進一会長
　　　君津ＲＣ　隈元雅博会長
　②親睦活動担当者による活動案
　　　上総ＲＣ　フェローシップ親睦担当　沖津光久委員
　　　君津ＲＣ　親睦委員会　佐々木博昭委員長
　③研修担当者による研修計画
　　　上総ＲＣ　管理運営委員会　白熊　大委員長
　　　君津ＲＣ　小幡　倖研修リーダー
　④会員増強担当者による増強計画
　　　上総ＲＣ　会員増強・退会防止委員会　山田弘一委員長
　　　君津ＲＣ　会員増強委員会　永嶌嘉嗣委員長
　⑤奉仕プロジェクト担当者による実施計画
　　　上総ＲＣ　社会奉仕委員会　松井敏郎委員長
　　　君津ＲＣ　奉仕プロジェクト委員会　永嶌嘉嗣委員長
　⑥ロータリー財団担当者による活動計画
　　　上総ＲＣ　ロータリー財団委員会　三浦　章委員長
　　　君津ＲＣ　ロータリー財団委員会　内藤智介委員長
　⑦米山奨学会担当者による活動計画
　　　上総ＲＣ　米山記念奨学会委員会　田丸方敏委員長
　　　君津ＲＣ　米山記念奨学会委員会　時下俊一委員長
　⑧ガバナー講評
　　　寺嶋哲生ガバナー
第２部
　①直前会長によるクラブの課題と対策案
　　　君津ＲＣ　鈴木荘一直前会長
　　　上総ＲＣ　鳥井正俊直前幹事
　②塾ガバナー講評
　　　寺嶋哲生ガバナー
第３部
　クラブからの質疑とガバナーによる応答
15時10分
４．閉会の言葉
　　　上総ＲＣ　梅原正一会長エレクト

上総ＲＣ・君津ＲＣ　合同懇親会　プログラム
会　場：ホテル千成　３Ｆ
司　会：君津ＲＣ　荒井潤一郎幹事
15時20分
１．開会のことば
　　　上総ＲＣ　野村進一会長
２．来賓挨拶
　　　国際ロータリー第2790地区　寺嶋哲生ガバナー
３．乾　杯
　　　君津ＲＣ　秋元秀夫パストガバナー
16時20分
４．中締め
　　　君津ＲＣ　隈元雅博会長

ニコニコＢＯＸ
国際ロータリー2790地区ガバナー
寺嶋様を始めとする、地区役員の
皆様、野村会長を始めとする上総
ＲＣの役員、メンバーの皆様、本
日はありがとうございました。こ
れからも、皆様と共に地域貢献と
世界平和活動を推進してまいりま
す。今後ともご指導ご鞭撻の程、
よろしくお願いいたします！
～Think Glocal～（シンク グロー
カル）「地域貢献と世界平和活動
の両立」を共に目指して行動しま
しょう！
ガバナー、ガバナー補佐、会長、
幹事ありがとうございました。お
話しを頂いた内容を参考に楽しく
居心地の良いクラブになる様にこ
れからもロータリー活動頑張りま
す。
寺嶋ガバナー、ご苦労様。日頃は
当クラブへの格別なご配慮ありが
たく感謝いたして居ります。
本日は寺嶋哲夫ガバナー様、神野
美明地区幹事長様、風澤俊夫地区
幹事様、内田稔ガバナー補佐様、
ご来訪あちがとうございます。ま
た、クラブ運営について、貴重な
ご助言を頂きありがとうございま
す。
上総ＲＣとの合同例会、寺嶋ガバ
ナーを迎えての合同クラブ協議
会、本日はありがとうございまし
た。
皆様、こんにちは！！上総ＲＣの皆
様、本日はお越し頂きありがとう
ございます。
今朝、起きたらひざが痛くてたま
りません。金曜日にゴルフがある
ので、玄々堂で治してもらいま
す。
寺嶋ガバナー、神野地区幹事長、
内田ガバナー補佐、ご来訪ありが
とうございます。ご指導よろしく
お願いします。
寺嶋ガバナー、神野幹事長、内田
ガバナー補佐、ご来訪ありがとう
ございます。上総ＲＣの皆さんも
ようこそ君津ＲＣへ。本日はご指
導よろしくお願いいたします。

本日のガバナー公式訪問にあた
り、合同例会に君津の地においで
くださりありがとうございます。
寺嶋ガバナー、卓話ありがとうご
ざいました。君津ＲＣは女性会員
が４名です。会員増強、女性会員
２名増員目標に向け、お声掛けし
ています。そしてそして、私！お
ばあちゃんになりました。初孫が
生まれました。孫は可愛いです
ね。天使です。
寺嶋ガバナー、神野地区幹事長、
内田ガバナー補佐、本日はありが
とうございました。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、ありがとうございました。
誕生祝い、ありがとうございまし
た。
週末、家族サービスで軽井沢へ
行ってきました。人があまりいな
いレイクガーデンで朝日を浴びな
がら散歩するのもいいものです。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、お忙しい中、ご来訪いただき
ありがとうございます。本日の卓
話楽しみにしております。
寺嶋ガバナー、本日はガバナー公
式訪問ありがとうございます。本
日一日宜しくお願いします。
寺嶋ガバナー、関係の皆様、上総
ロータリー野村会長、関係の皆
様、御来訪ありがとうございま
す。先週から、会社からのIpadを使
いはじめました。今までは、会社
のノートパソコン、個人Iphoneのみ
でしたが、Ipadを加えて、場面場面
に応じた最適な活用方法を見つけ
出すのにしばらく試行錯誤が必要
になりそうです。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、神野地区幹事長、風澤幹事の
ご来訪を心より歓迎します。
寺嶋様、神野様、内田様、上総Ｒ
Ｃの皆様、本日はお越し頂きあり
がとうございます。10月に入りま
した。今週末にはマジックの組合
せが決まる予定。熱いご声援を宜
しくお願いします。
前回、入会式にて入会の御承認を
いただきありがとうございまし

た。今回より活動にも正式に参加
させていただきますので、よろし
くお願い致します。
寺嶋ガバナー、神野地区幹事長、
風澤地区幹事、上総ＲＣの皆様、
本日は来訪ありがとうございま
す。あっという間に３ケ月が過ぎ
てしまいましたが、これからも共
にロータリー活動を頑張りましょ
う。
本日は寺嶋ガバナーを始め、沢山
のご来賓の方にお越し頂き有難う
御座います。この後の合同クラブ
協議会、懇親会もよろしくお願い
致します。
ご来訪の皆様、ようこそ君津ＲＣ
へ。本日はよろしくお願いしま
す。
最近始めたウォーキング継続中で
す。「脱いだらスゴイんです」を
目指して頑張ります。
上総ＲＣの皆様ようこそ君津へ！
合同クラブ協議会が盛況に進みま
すように皆様がんばりましょう。
１ケ月とちょっと振りの参加と
なってしまい、申し訳ありませ
ん。（その間に誕生祝いを頂きま
してありがとうございます）仕事
と私事とでバタバタしており、本
日も例会までの参加となってしま
います。（落ち着きましたら、
しっかり出席します）よろしくお
願いします。
皆様、ようこそ君津ロータリーへ
これからもロータリー活動がんば
ります。ありがとうございまし
た。
業務の都合でクラブ協議会及び懇
親会を欠席し申し訳ございませ
ん。
昨日、九州に戻りはじめて鍼灸と
整体をしました。疲労がとれて体
調が良くなった様に感じます。皆
さんもどうでしょうか。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補佐
お出でいただきありがとうござい
ます。また、上総ＲＣの皆様よう
こそ。初めてのガバナー公式訪問
と言う事で大変勉強となりまし
た。今後ともよろしくお願いしま

す。先日は、私の記念日ですばら
しいお花をいただきありがとうご
ざいます。妻も大変喜んで毎日気
にしています。
寺嶋ガバナー様、上総ＲＣ野村会
長様他の皆様、本日のご来訪あり
がとうございます。貴重な卓話を
いただき、上総ＲＣの皆様との連
帯を深められた事うれしく感じま
す。これからも和をもって君津・
上総の地を盛り上げていきましょ
う。
上総・君津の合同ガバナー公式訪
問の盛会を願います。寺嶋ガバ
ナー訪問、ご苦労さんです。今日
はよろしくお願い致します。
追伸：（私の記念日）結婚記念日
のお祝、有難うございます。
第2790地区寺嶋ガバナー、神野地
区幹事長、第４分区内田ガバナー
補佐、上総ＲＣ・君津ＲＣ合同ガ
バナー公式訪問、ご苦労様です。
本日はよろしくお願いします。
寺嶋ガバナー、内田ガバナー補
佐、神野幹事長、風澤幹事、本日
はありがとうございました。又、
上総ＲＣの皆様お世話になりまし
た。今後共宜しくお願い申し上げ
ます。

君津市総合防災訓練の様子

茂田　秀和
吉田　正彦
吉野　和弘
川名　正志
原田　健夫
遠田　祐治
宮嵜　　慎
小川　哲也
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10月の誕生祝

阿部　正雄
荒井潤一郎
中村　圭一
新井　正一
岡野　　祐
西山　　肇
大森　俊介
石川夕伎夫
坂本　直樹
中野　賢二
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10月の私の記念日
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