
●点　鐘　　市原 RC 会長　西村芳雄　
●ソ ン グ　　それでこそロータリー
●お客様　　金親博榮第３分区 B ガバナー補佐様（千葉南 RC）
　　　　　　出井 清 様（千葉南 RC）
●会長挨拶　市原 RC 会長　西村芳雄　
　皆さん、こんにちは。
　本日のお客様は、第３分区Ｂの今年度と次年度の両ガバナー補佐
と千葉南クラブの出井様です。当年度ガバナー補佐の金親様には、
この一年間当クラブに対しまして、また、浅学菲才な私にもいろいろと
ご指導を賜わり有難うございました。本日はガバナー補佐として最後の
卓話をしていただきます。そしてまた、小池会員には、次年度ガバナー
補佐のお立場でご挨拶をお願い致します。
　さて、光陰矢の如しと言いますが、一年経つのは本来は早いので
しょうが、私にとりましてはやっと、という思いがしております。私の会
長挨拶も今日で最後となりました。また、会長席に座るのも最後です。
先週の２１日に、当分区の新旧両ガバナー補佐の主催で正副会長・
幹事懇親会がありました。事務局も含め総勢３５名での賑やかな会と
なり大いに盛り上がりました。そして、山本次年度会長が、分区内ク
ラブのますますの発展を祈念して締めの挨拶をされ閉会しました。そし
て、翌日には、青木ガバナー主催で地区のフェアウェル・チャリティパー
ティーが開催されました。この両日の懇親会に出席した後の心境は、
会長としての任期が終わったのだという安堵あるいは諸々の反省など
で複雑な思いが交錯しております。しかし、私が曲りなりにも会長職を
努めあげられましたのは、偏に会員皆様方のご協力があったからだと
大変感謝致しております。有難うございました。後程、この一年を振
り返っての話をさせていただきますので、これで終わります。

■幹事報告
１．旭ロータリークラブより会報が届きました。例会中に回覧致しますの
でご一読下さい。
２．市原保健福祉センターより、薬物乱用防止キャンペーンでリーフレッ
トと募金箱が送られてきました。後程リーフレットは配布し、募金箱は
テーブルに置きますのでご協力の程宜しくお願い致します。
■委員長報告等
始関会員　社会奉仕委員会　報告
市原市社会福祉協議会の評議員会に出席してまいりました
場所／市民会館　日時／ 6月26日　午後 2時～
議事／ 28 年度事業報告、決算報告、29 年度活動計画案、予算
案　

本日のメインプログラム

西村会長・岡本幹事卓話

一年を振り返って

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　西村　芳雄

　私は、今月末日をもちまして、実務的には今年度の活動報告書の
作成が残っておりますが、会長を退任いたします。昨年７月１日より万
崎前会長の後を受けて第５３代の会長に任じられた訳ですが、皆様
方のお蔭によりまして右往左往しながらも無事に務めることが出来まし
た。何分にも、半世紀以上もの長きにわたる由緒あるクラブですので、
大層な重圧を受け続けてまいりました。この重圧は、私がノミニーに指
名されてからですので、２年半ほど受け続けたことになります。先輩会
員や幹事経験者もおられたのですから、私は単に年齢で選ばれたの
だと思っていますが、選ばれたからには労を厭わず責任を全うしようと
思いました。そこで、私はエレクトに任じられてからは、自分の責任に
おいて１日たりとも休まないと決意しました。そして、商社やメーカーな
どの他の会には２年間ほどは水曜日の会合には出席できないからと通
知し、何事もロータリーファーストを心掛けました。しかし、幹事経験も
ありませんので、会の運営についての知識がありません。理事に選任
されましたので、理事会には欠かさず出席し会の運営について学ば
せていただきました。そこで思いましたことは、会長職を務めるには幹
事を経験した方が良いのではないかということです。そして、ロータリー

市原ロータリークラブ会報
国際ロータリー第 2790 地区第 3分区Ｂ

2016/17 WEEKLY BULLETIN

ICHIHARA ROTARY CLUB 2016/2017

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 2599 回例会　２０17年 6月28日（水） SAA（司会）／高澤会員　会報担当／上野会員



についての勉強もしました。広く浅く、本当は深くしなければならないの
でしょうが、いろいろな勉強会にも時間の許す限り出席しました。
　そして、エレクトの時に長期計画委員長を拝命し、ＣＬＰの先駆けで
もあり実践されておられます成田クラブと前橋クラブに、上條会員に同
行し教えを乞いに行きました。この経験は、私にとりましては大きな糧と
なり、今では大きな支えになっております。本来は、もっと多くのクラブ
にメーキャップに出向き、他クラブの例会運営などを勉強したかったの
ですが、時間的な余裕がなく、１０クラブ弱となりました。会長職を辞
した後でもチャンスがあれば行くつもりです。このメーキャップについて
は、未経験の方や入会の浅い会員の皆さんには是非お勧めします。
前置きが長くなりましたが、クラブ会長としてのこの１年を振り返ってみま
す。何よりもの財産となりましたのは、会長ゆえに多くの人と出会い接
する機会が増え言葉を交わすことが出来たことです。大変有難いこと
に、金銭では買えない貴重な体験をさせていただきました。また、個
人的なことではありますが、会社業務において後継者にある程度のこ
とは必然的に任せざるを得ませんでしたので、事業承継の上において
も良かったのではと思っています。
　ところで、私は会長になるに当たり、私自身に、また各委員会委員
長にも私の要望・課題をお願い致しました。私自身への最小限の課
題は、先ず休まない。これは二重丸で合格しました。次に毎週の会
長挨拶です。これは、口下手で話題作りの不得手な私には難儀なこ
とでしたが、ネットで検索したりして回を重ねていきました。お聞き苦し
い点も多々あったでしょうが、任期満了の今ではお許しいただけたもの
と思っています。そして、各委員会委員長の皆さんにおかれましては、
２週にわたるクラブ協議会での報告にありましたように、私の要望はも
ちろんのこと、立案された多数の計画に基づき立派な活動結果を出し
ていただき感謝致しております。また、同時に発表されました課題につ
きましては、次年度で検討していただければクラブの活動が充実して
いくのではと思っています。
　ここで、今年度ご活躍していただいた各委員会にお礼の意味を込
めまして、一言ずつ述べさせていただきます。
　先ず、クラブ研修リーダーの始関委員長には、八面六臂の活躍を
していただきました。多数の委員会の委員長や委員にも就任してい
ただき、また、私の良き相談相手として指導して下さいました。特に、
小池会員研修委員長と共同でロータリーについての研修会を催され、
私を含めた出席者にその真髄を教授されました。一朝一夕に理解す
るのは不可能でしょうが、このようなロータリー哲学の研修会を適時開
催していけば、白鳥会員が言われておりますように、時代の変遷により
ロータリーが変化していってもその DNA は引き継がれていくはずです。
長期計画委員会では、昨年度に引き続き「クラブ活力テスト」を実施
しましたところ、各分野において評価点がアップしておりました。これは、
万崎年度の活動が評価されての事でしょう。今後もクラブ活性化のた
めに、中・長期的な視点から各委員会と共同で色 と々取り組んで行き
たいものです。
　また、前年度に立ち上げたクラブ細則作成プロジェクト委員会の皆
さんには、今年度も引き続き作業をしていただきました。クラブ運営の
根幹でもある細則の改正です。難しい問題も多々あり、会議では議
論百出しました。会員の皆さんにもクラブ協議会等で多くのご意見を出
していただきました。そして、十数回もの会議をしながら意見を集約し
当クラブ独自の細則が出来上がりました。現年度までの定款・細則と

は大きく異なっております。山本年度からの施行となりますが、私達は
ロータリアンとして奉仕の理想を追求しながらクラブの発展に尽くしてい
くのみです。本当にご苦労をお掛けしました。有難うございました。
　Ｓ・Ａ・Ａの皆さんには、来訪者への応対と例会場の秩序維持に
努めていただきました。携帯電話の着信音もお蔭様でなくなりました。
会員増強 / 退会防止委員会におかれましては、頻繁に委員会を開催
され、多くの候補者をリストアップされたりして活動されました。お蔭様
で今期は待望の、それも女性会員１名の入会がありました。万崎委
員長は次年度も留任されますし、私達一人一人が活動していけば仲
間が増えていくはずです。
　クラブ広報委員会では、平野委員長の活動報告にありましたように、
いろいろなツールを使ってのクラブ紹介をしていただきました。特に、４
月の地区研修・協議会で表彰されましたように、週報あるいはホーム
ページでの動画等が高く評価されております。他クラブも、当クラブの
ホームページを参考にすることでしょう。大いに誇って良いことだと思い
ます。今後も、より一層社会に認知していただくために、私達の行っ
ている活動は勿論のこと、地域の方達との奉仕活動あるいはクラブイ
ベントなどをあらゆるツール（地元メディアを含め）を使い、広く地域社
会に紹介していきたいものです。
　プログラム委員会では、宮武委員長が頭を悩ましながらもクラブ協
議会・卓話・クラブ行事・会員研修などについてバランス良く企画して
いただいたと思います。
　また、当クラブの親睦委員会では、ここ数年は芸術関係を企画し
ております。今年度は、１０月にカラヤンの弟子にあたる山下コンダクター
による千葉交響楽団の演奏会でした。久しぶりに心を癒されました。
その後で食事を共にしながらの懇親会場では、楽団の方たちと質問
などを交えながら気さくに話が出来、楽しい時間を過ごせました。
　職業奉仕委員会では、１月に行いました「職業奉仕委員会は必要
か」についてのパネルディスカッションが強く印象付けられております。
多くのパストガバナーでも意見が分かれるテーマについて、当クラブで
はロータリーについて卓越した見識のある上條会員と小池会員に討論
していただきました。結論が出た訳ではありませんが、会員にとっては
参考になったと思います。私にとりましもなかなか理解し難い事案です
ので勉強しようと思っていますが、再度企画していただければと思って
います。
　そして、社会奉仕委員会の皆さんには、いろいろと活動していただ
きました。時間的にも体力的にもご負担をおかけしました。地域貢献
基金による社会への奉仕活動では、４団体に資金拠出しその活動を
支援しました。中でも、知的コミニュニケーション連合によります粘菌の
研究は初耳で驚かされましたが、各団体とも今後も頑張っていただき
成果を出して欲しいものです。また、この基金については、昨年度は
募集要項が改定されましたが、今年度は特別委員会の皆さんのご協
力により規定を改定することが出来ました。そしてまた、昨年９月と今年
５月に行いました「あいさつ運動」には、市長を始めとした行政関係
者や子供たちなど多くの団体の参加がありました。この運動も回を重ね
るごとに活発になってきております。始関委員長や委員の皆さん、そし
て参加された会員の皆さん、お疲れ様でした。
　また、青少年奉仕委員会は、国際奉仕委員会とのコラボでペタリ
ングジャヤクラブへの交換学生派遣で尽力されました。保護者や学校
関係者が一番恐れられているのが事故です。テロ等治安が心配され



る中、多くの情報を集め逐次保護者に提供したゆえに計画通り実行
出来たのではと思います。今回の派遣学生達と面談した折、彼らが
物見遊山という軽い気持ちではなく、立派な目的意識を持っているの
が良く分かり安心しました。また、帰国報告から判断しまして、ペタリン
グジャヤクラブの皆さんが親身になって迎えられたことが分かりお礼を申
し上げたのですが、次年度はマレーシアの学生達を私達が心を込め
て迎えねばならないと思います。また、箕輪委員長は、市原中央高
校インターアクトクラブの例会などにも出席し頻繁にコンタクトを取られて
おります。来る８月のインターアクト年次大会は、準備も着 と々進められ
ておりますし、私達はスポンサークラブとして是非とも成功させたいもの
です。
　ロータリー財団と米山記念奨学会につきましては、長田委員長の報
告にありましたように、今年度は多くの会員に寄付をしていただきました。
感謝申し上げます。次年度は私が担当しますので、今年度に引き続
き宜しくお願い致します。
　それから、４月に５人で行きました４泊６日のペタリングジャヤクラブ訪
問も思い出となりました。その経緯は、昨年６月にペタリングジャヤクラ
ブのデビッドさん達がソウル国際大会の帰途、上條会員と旧交を温め
るために日本に立ち寄られましたので、フェアウェルパーティーが催さ
れました。その席上で招待されましたので、岡本幹事と共にお受けし
ました。私にとりましては外国の友好クラブ訪問は初めてのことで、言
葉の不自由さはありましたが、素晴らしい経験をしました。齋藤国際奉
仕委員長には、スケジュールなどの打ち合わせでお世話になりました。
今回の訪問目的は、両クラブの親善と親睦、そして、２０年以上前か
ら行われております人道的プログラムの視察・参加です。特に、小児
ガンと闘っている子供たちが、インターアクターのサポートを受けながら
舞台で演技をし、またその笑顔を目の当たりにしました時には涙するほ
どの感動を覚えました。条件が整えば、再度の訪問を考えております。
そして、この一年を滞りなく運営できましたのは、二人三脚で頑張って
きました岡本幹事に依るところが大だと思っています。岡本幹事には
言葉では言い尽くせないほど感謝致しております。
　最後になりましたが、クラブのますますの発展を祈念しまして退任の
挨拶とさせていただきます。会員の皆様、一年間本当に有難うござい
ました。
　山本次年度会長、私の至らなかった分まで存分に力を発揮して下
さい。

一年を振り返って

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　岡本　和也
　皆さんこんにちは。
　今日が西村年度の最終例会です。1 年間幹事を務めさせて頂きま
した岡本です。私は決して良い仕事が出来たとは言えませんが、どう
にかこうにかゴールにはたどり着いたと言う感じでおります。皆さんのご
協力のおかげで今日を迎えることができました。1 年間本当にありがとう
ございました。
　仕事の関係で 4 回程例会を欠席しまして会長と皆さんにはご迷惑
お掛け致しました。幹事という立場をやらせて頂いて、今までより多く
のロータリー活動に参加する機会を得て良い経験となりました。その中

でいくつかピックアップしてお話させて頂きたいと思います。
（合同幹事会）
　皆様もご承知の通り、幹事になりますと月一回の第 3 分区 B の６ク
ラブで合同幹事会に出席します。幹事会には金親ガバナー補佐も出
席され色 と々ご指導頂きましてありがとうございました。他クラブの幹事
の方からは運営の仕方や考え方を学ぶことができ大変参考になりまし
た。皆さん良い方々ばかりで楽しい 1 年間でした。

（インターアクトクラブ）
　インターアクトの生徒たちの 1 年間の活動を見ることができました。
担当されている箕輪さんが本当に頑張っていました。8月には市原ロー
タリークラブが当番で年次大会が予定されており、準備をしているとこ
ろです。

（地域社会貢献基金）
　ちはら台キッズネットでは、当クラブ基金の補助で子供達の芋ほり体
験のための畑を耕すために耕耘機を購入しましたが、すぐに盗難に
遭ってしまい残念でなりません。

（ロータリー財団奨学生）
　ロータリー財団奨学生では、3 月末日に田中沙也加さんと言う方か
ら財団奨学生推薦の話がありクラブとして急遽推薦しましたが、締切
間際と言うこともあってか非常に優秀な方でしたが残念ながら落選とな
りました。田中さん曰くコロンビア大学の合格通知を受理してすぐにロー
タリー地区事務局に連絡したとのことでした。そうであれば、アメリカ
の大学の合格通知が来る時期とロータリー奨学金の申し込み時期が
合っていないのではないかと思います。
　また、地区の財団奨学生の枠は現在 1 名ですので、非常に狭き
門です。
　千葉西ロータリークラブではクラブ独自の奨学金制度があるそうで
す。今回の経験で市原市内にも高い志を持った優秀な方がいらっしゃ
ることが分かりましたので、当クラブで独自の奨学金制度を作っても良
いのではないかと個人的には思いました。
　次年度は優秀な山本会長と高澤幹事さんですので、二人のご活躍
を楽しみにしています。

◆◇◆◇◆◇ニコニコ・ソーリー◆◇◆◇◆◇

金親 博榮 様　
ガバナー補佐として１年間おせわになりありがとうございました。貴クラ
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ブの益々の発展を祈念しております。
小池 清二会員　 
金親ガバナー補佐、本日は来会有難うございます。本日６クラブ目の
訪問を引率して頂き、安心致しました。今後もよろしくご指導の程お願
い申し上げます。
白鳥 政孝会員　 
金親ガバナー補佐、出井さん、ようこそおいで頂きました。金親さんと
はこの一年本当に楽しい時を過ごしました。一段と深い絆ができたよう
です。ありがとうございました。
長田 博正会員・箕輪 貴之会員・小泉 秀俊会員　
西村会長、岡本幹事の最終例会に参加できずにすみません。１年間
お疲れ様でした。
山本 順也会長エレクト・高澤 豊昭会員　
親ガバナー補佐、西村会長、岡本幹事、１年間本当にお疲れ様でし
た。来週からいよいよ新年度です。是非来週も皆さんご出席下さい。
西村 芳雄会長・岡本 和也幹事　
１年間お世話になりましてありがとうございました。次年度、山本会長、
高澤幹事のご活躍をお祈り致します。

■出席報告　前々回確定　６０．５３％　本日出席　２０名
　　　　　　欠席　２１名　本日出席率　５２．６３％
■点　　鐘　市原 RC 会長　西村芳雄　


