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事務局　市原市五井中央西 1-22-25 市原商工会議所 2Ｆ　　　例会場　五井グランドホテル

第 2552 回例会　２０16年 6月29日（水） SAA（司会）／山本会員　会報担当／箕輪会員

●点　鐘　　市原 RC 会長　万崎英正　
●ソ ン グ　　それでこそロータリー
●お客様　　ございませんでした
●会長挨拶　市原 RC 会長　万崎英正

　本日が我々の勤める最後の例会です。ちょっとホッとしています。　
先日、上條会員からこんなメールをいただきました。6 月のガバナー月
信をみていたら、市原RCの出席率が第3分区Bで4月トップ（84.25％）
の出席率だね！　と・・・！　年度終盤にこのように出席率が向上してい
るということは、会員一人一人の気持ちが例会場に向いているというこ
とでしょうか。
　少しずつではあります以前より元気が出てきたのかなと感じています。　
この雰囲気を大切に維持して西村年度にたすきを渡したいと思いま
す。本日の最後の例会もしっかり務めさせていただきますのでよろしくお
願いいたします。

◆◇◆◇◆◇　　幹　事　報　告  　　◆◇◆◇◆◇
　市原市交通安全対策推進協議会から夏の交通安全運動の実施
に伴う協力について依頼が来ています。実施日７月１９日１５：００～

１６：００　場所せんどうちはら台店、帝京平成短大前交差点　内容　
ドライバーや来客者に対し、うちわ等の啓発物の配布やのぼり旗の掲
示により、運動の周知と交通事故の未然防止を呼び掛ける。
　2016-2017 年度地区大会記念ゴルフ大会の案内がきています。
開催日　９月１３日（火）　場所　久能カントリー倶楽部

◆◇◆◇◆◇　委  員  会  報  告  等　◆◇◆◇◆◇

夏井元会員が 6 月20日にお亡くなりになりました（享年 91 歳）みん
なで 1 分間の黙とう。
岡本次年度幹事より6 月22日（水）13 時半から行った次年度理事
会の報告
万崎出席奨励委員長より1年間の出席ＢＥＳＴ１０発表＆表彰

　例会自体は４８回ですが、6/22 の
例会分までで計算しています。（４７回）
 １００％　　万崎英正・平野哲也
９７.８２％　始関信夫・小池清二　
９５.７４％　上條優雄・白鳥政孝・西
村芳雄・山本順也　

９１.４８％　上野　 聡　　８９.３６％　篠田美幸　
８７.２３％　三宅　 豊　　８５．１１％　角谷　 修　

本日のメインプログラム

「１年を振り返って」
万崎会長・平野幹事

　今日は私と平野幹事の１年を振り返ってという反省会だそうですが、
大したことはやっていないので反省するようなところも見当たらないという
のが本音です。　大体において２人とも８年も在籍しているのにロータ
リーを知らな過ぎるので、私は会長になる資格がないのに会長になっ
てしまったのだからという、あまり責任感がなかったのが逆に１年間やっ
てこられたのかもしれません。
　野球で例えるならば、ど素人の親父が情熱だけで少年野球の監督
をやっているようなもので、技術も、戦力も、ルールもろくに知らずにノッ
クバットを持って、守備練習したり、試合で采配を振るっているようなも
のです。またそんな監督ならそばに必ず知恵袋的なコーチがいるので
すが、頼りにするのが平野君ですから・・・。　こりゃ２人でこのクラ
ブは沈没だなと思いました。
　おまけに私にはその情熱さえなかったのですから、このクラブは大丈
夫かよと２人で心配になりました。
　まず、三宅さんが体調不良で会長職を受けられないと表明があった



時です、私と平野君、長田君、そして角谷さんと京都に遊びに行っ
たのが大失敗でした。　夜の会食後の二次会の時です、「次年度
はあんたがやるしかないだろうと」、角谷さんがおっしゃいました。そう
言うって、「ここの勘定は俺が持つから、２人で説得しろよ」と言うって、

「もう俺は寝るから」とさっさと帰ってしまいました。ごちそうになってしまっ
たので、２人は説得に一生懸命、私はその説得と、角谷さんとクラブ
への義理と人情も感じて、受けることにしました。そして翌朝「どうなっ
た」と聞かれ、「受けることにしました」と報告したところ、「そうか良かっ
た」と怖い顔が笑顔でうなずいて、「朝飯食いに行くぞ！」と、後ろ姿
が大きく揺れて見えました。
　そしてそれから白鳥塾が始まりました。私と平野君、宮地さん、本
郷さん、西村さん、三宅さんと毎週のように CLP 塾が始まりました。
何だかさっぱりわからないことばかり。DLP？　CLP？　白鳥さんは我々
に一生懸命色 な々ことを教えてくれました。　しかし RC の基礎ができ
ていない私たちにはよく分からなかったのが正直なところです。　その
うち塾も終了の時がきました。
　白鳥さんには「来年は楽しみだなぁ！頑張ってね！」と言われ。　立
場上笑顔で頑張りますと答えました。そして悶 と々した中で相談したの
が上條さんでした。
　上條さんはすぐにそれなら、実際成功しているクラブにメイキャップし
ながら、話を聞くのが１番だと、私と西村さんを成田 RC, 前橋 RC に
連れて行ってくれました。両クラブの共通点は CLP に移行していくとき
は、時の先輩たちからの抵抗や猛反対にあったそうです。それでも少
しずつクラブをCLP に方向付けて行ったそうです。そのうちに何年も
かかってクラブのベクトルが CLP になっていったそうです。「焦っては
失敗するよ！時間をかけて CLPを継続することだよ」言われました。私
と西村さんもその話を聞いて CLP の決意を固めました。上條さんはそ
の時に本田パストガバナーに「是非我がクラブに CLP の宅話をしに
来て欲しい」と頼み込んでくれました。　おかげでその話は実現しまし
た。本当に感謝しています。
　そして前橋 RC の本田パスガバナーと板垣さんは当日前橋は雪、高
速道路は通行止めの中、何時間もかけてわざわざ我クラブに卓話しに
きてくれたのです。その時間は我クラブにとってとても有意義な貴重な
卓話になったのは言うまでもありません。　
また、多くの会員が参加した炉辺会談からが、CLP のキックオフになっ
たのは確かでした。この日からが今年度の 1 つのチェンジのきっかけ
になった時でした。
　今年度から開設した長期計画委員会がいろいろ模索しながら始
まったのが、クラブ活力テストでした。活力テストの点数は 52 点 Cク
ラスでした。良くもなく、悪くもないという点数です。会員もやっぱりその
くらいかなぁ、という点数ではなかったでしょうか。もう少し良い点数が
取りたいという意識が生まれてきました。　うしたらもっと魅力あるクラブ
創りができるだろうか・・・！　西村委員長の長期計画委員会は試行
錯誤しながら委員会を重ねていきました。そして会員アンケート調査を
おこないました。　クラブの良い点、悪い点、が数字になって表れて
きました。それから忌憚のない意見、反省点等も数多く出され今後の
クラブの課題が現れてきました。西村年度もこの満足度テスト、会員
アンケート調査は継続していって欲しいと思います。
　この満足度テストとアンケート調査を行った結果が次年度に繋がって
いくので、今年の 1 番の収穫だったと思います。この企画も長期計画
委員会の委員上條さんからの提案ですが、実際に指揮をとった西村
委員長いろいろ勉強しながらお疲れさまでした。西村年度に役立てて
いってください。　
　また今年度大いに助かったのが、我々の相談役で、知恵袋であっ
た、クラブ研修リーダーの始関委員長のアドバイスでした。先を読んだ

アドバイス、適材適所の忠告、私と平野監事のゼネラルマネージャ的
存在でした。　「こんなことも分からないの」と思うことが多々あったの
ではなかったでしょうか。　そんな時でも親切、丁寧にアドバイスをくれ、
見守ってくれました。困った時はクラブ研修リーダーの始関さんに相談
しようは二人の口癖でした。本当に助かりました。ありがとうございまし
た。
　今年度の最大テーマでありました会員増強ですが、最初はフライン
グ気味の猛スタートを切ったのですが、いざ第 4コーナーを回ったとこ
ろから失速してしまい、思うような会員増強ができませんでした。その
原因として我がクラブに入会するだけの魅力がなかったからだ、とそ
の時は思いました。しかし今となっては人選が悪かったのじゃないのか
なとも思っています。優柔不断、義理と人情に欠ける人を人選してしまっ
たのかなぁと思いました。　そんなことで某委員長は意気消沈してしま
いました。ここからは寛大な心でお聞きください。　おまけにその方の
奥様は某婦人会の会長をなされ、同じ年に 12 人も新入会員を入会さ
せたとなれば、立ち場はわかります。本当にご苦労させてしまいました。
しかし今年はそのことを踏まえて会員増強に私の委員会と一丸となっ
て会員増強していきたいと思いますので、今年度分を取り戻す勢いで
取組んでいきますのでよろしくご指導のほどお願いいたします。
　会員研修小委員会は RC の基本を勉強いたしました。決議 23-34
の卓話は RC の基本中の基本を今更に勉強させられました。その後
のロータリーとしての考え、行動までもが会員一人一人が変わっていき
ました。　
　広報委員会は迅速な週報 UP、その週または週始めには例会情報
が把握できるようになったので欠席した会員には本当に助かったと思い
ます。担当制を厳密に遂行した結果だろうなと思います。できれば今
後、継続される挨拶運動など対外的な活動は動画で配信できるような
体制を作っていけたらもっと市民にアピールできるのではないのかなと
思います。1 年間ご苦労様でした。ありがとうございました。
　クラブ管理運営委員会のプログラム小委員会は今年度の CLP に
対する長期計画委員会の協議会、会員研修の研修会のプログラム
設定に大変苦労したと思います。おかげで会員に多くの勉強の場を
提供することができました。　学ぶことも沢山ありました。　前橋 RC
の本田さん、板垣さんの外来卓話も本当に有意義な卓話になりました。
臨機応変にできたのも委員会のご苦労があったからだと思っています。
ありがとうございました。
　親睦小委員会は、移動例会では大変なご苦労をされました。
参加人数の少なさで急遽プログラム変更があったにも関わらず、多く
の参加者と、とても有意義な楽しい親睦移動例会が実施されました。　
篠田小委員長にとってもとても勉強になった緊張した委員会ではなかっ
たでしょうか。楽しい親睦活動ありがとうございました。
　奉仕プロジェクト委員会では、社会奉仕小委員会の地域貢献基金
の募集要項の見直しという年になりました。すでに
新しい要項で次年度の募集も始まっていますので、次年度に期待しま
す。また、爽やか挨拶運動も大盛況の内に実施され、継続事業となり、
官民両方で盛り上げていけたらきっと素敵な市原市ができ上がっていく
ことでしょう。この挨拶運動を機にクラブも少し元気が出てきたような気
がします。みんなでお揃いのジャンパーで、声を出し、行動することが
クラブを元気にする源だと思います。この活動はクラブだけではなく地
域も家庭も元気にします。三宅小委員長お疲れさまでした。
　国際奉仕小委員会は、今年は PJ 交換留学生受け入れ体制という
ことで、宮武小委員長とプロジェクト委員会のみなさん本当にありがと
うございました。無事に完工することができました。彼らには沢山の思
い出と我々の人情を感じて帰えたことと思います。お疲れさまでした。
　青少年奉仕小委員会は、今年度はインターアクトとの親睦がかなり
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深くなり、とても良い雰囲気を築いたと思います。復活したバーベキュー
大会、ユニホームの寄贈、挨拶運動絵の応援参加などなど。　われ
われクラブにとってのサポーター役としても十分な活動力になってくれま
した。もちろんわれわれもインターアクトクラブのホスト役としての使命は
果たさなくてはなりません。今後もお互い助け合いの精神で長くお付き
合いしていきましょう。
　社会奉仕小委員会は、今年度は各プロジェクトに協力という立ち位
置で協力してきました。上條小委員長のリーダーシップには驚かされま
した。何か気の付くことがあればすぐに連絡をしてくれ、方向性を導
いてくれ、またそのことに自ら参加してくれました。多くの経験と知識で
私にアドバイスをしてくれました。本当にありがとうございました。
　この 4 つの委員会をまとめて頂いた山本委員長お疲れさまでした。　
時には上條さんから厳しい言葉が浴びせられ、それでも考え、行動し
ました。今年度は多くの活動が実施されました。おかげでクラブも元
気になりました。ありがとうございます。
　ロータリー財団委員会は　ロータリー財団、米山記念奨学
と多くの会員のみなさんからの寄付を賜り目標額にも達し本当にありがと
うございました。感謝しています。
　長期計画委員会が次年度施行される会員満足度アンケートで何点
の評価が示されるのか楽しみです。１点でも多かったら１点分クラブが
良くなったということだと思います。
　幹事の平野君には本当に大変な幹事を１年間やり通してくれました。
ありがとうございました。感謝しています。彼とは毎朝という程５分程度
ですが「あれどうする」の会話が今となったら良かったのかなと思いま
す。だから二人の意思統一やスケジュール確認ができていたのかなと
思います。
　私にとって最高のパートナーであり、幹事でした。感謝しています。
　今回、会長を1 年間務めさせて頂いたことは私にとってとても勉強
になった、貴重な 1 年間でした。　少しはロータリのことも勉強いたし
ましたし、また会員のみなさんの暖かいご指導、ご協力があったから
こそ、1 年間こんな私でも無事に勤めることができましたことを、この場
をお借りしまして感謝申し上げます。「私は会員の皆さんに支えられる
から頑張れる！そう思い会長を引き受けました。本当に頑張らなくてはな
らない時、頼りになるのは人情です。私は会員の人情を感じたので 1
年間、会長職を勤めることができました」　本当にありがとうございまし
た。今後も、燃え尽き症候群にならないよう西村年度に協力してまいり
ますのでよろしくお願いいたします。

　最後に、事務局の永野さんが今日をもって退職されます。10 年間
ですか永きにわたり、わがままなクラブの事務局として勤めていただき
ありがとうございました。永野さんが事務局の階段から滑落して尾骶
骨を骨折して、おんぶして病院に連れていった時、「痛い！痛い」と叫
び！！もうダメだなと思いましたが、意外に早く完治されたので驚きました。

まだまだこれからたくさん楽しいこと、嬉しいこともあろうかと思います。　
今後も体に十分留意して元気に過ごしてください。ありがとうございまし
た。
　そして永野さんの後継者であります水戸辺さん。半年間一緒に事
務局としてこのクラブに携わってきましたが、見て感じた通りのわがまま
クラブです。今後もよろしくお願いいたします。　　

平野幹事
１年間有難う御座いました。会員皆さんのおかげで幹事を務めること
が出来ました。ただただ感謝いたします。

◆◇◆◇◆◇ニコニコ・ソーリー◆◇◆◇◆◇

上條会員
夏井さん、ロータリーでも個人的にも大変お世話になりました。数々の
思い出が今頭をめぐています。先に旅立っていった会員の皆様と市原
あの世ＲＣで楽しくお過ごしください。
また、出席率でおほめ頂きありがとうございました。
小池会員
万崎会長のスローガン「ロータリーを知り知恵をだそう！そして仲間と学
び、仲間に学ぼう」に 1 年間感動し９７．８％の出席ができました。
本年度の万崎・平野年度のムードは最高でした。感謝感謝です。
始関委員
万崎会長平野幹事、1 年間素晴らしいリーダーシップを発揮されご苦
労様でした。楽しいクラブライフでした！
また、はからずも委員会より表彰を頂きました。会長の挨拶にありました
ように頭が悪いので出席だけはという気持ちです。来年も頑張ります。
角谷会員
今年度もなんとか健康に例会に出席できました。皆様に感謝です。
西村芳雄会員
出席率が上位という事で表彰されましたが、今年度の万崎会長の色々
なアイデアに敬服続きです。ご指導よろしくお願い致します。
山本会員
万崎会長・平野幹事　明るいクラブ運営ありがとうございました。
岡本会員
万崎会長　平野幹事　1 年間本当にお疲れ様でした。
三宅会員
万崎会長　平野幹事　素晴らしい 1 年をありがとうございました。又
お疲れ様でした。
篠田会員
万崎会長　平野幹事　1 年間大変お世話になりました。楽しいクラブ
運営により私の出席率も上がりご褒美までいただきありがとうございまし
た。事務局の永野さん大変お疲れ様でした。今後は無理をしないよう
にしてください。
万崎会長平野幹事
1 年間ありがとうございました。ただただ感謝いたします。
永野和子　事務局
長い間事務局員として務めさせて頂き大変お世話になりました。市原
ＲＣの発展と会員皆様のご健勝をお祈り申し上げます。

■出席報告　前々回確定 ７７．７８％　本日出席  32 名　　　　
　　　　　　欠席 10 名　本日出席率　８６．４９％
■点　　鐘　市原 RC 会長　万崎英正
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