
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和 3年 7月 29日発行 NO.2314 第 2467回例会 会長 土屋 俊夫 幹事 安藤 卓造 クラブ広報委員長 伊藤 元雄 

幹事報告 

会長挨拶 

 

 点   鐘   会 長  土屋俊夫 

 ソ ン グ   「我らの生業」 

 唱   和   「四つのテスト」 

 会 長 挨 拶    会 長  土屋俊夫 

 幹 事 報 告   幹 事  安藤卓造 

 プログラム 

  本日のお客様 

   第 2790地区 第 7グループ 

    ガバナー補佐     秋葉芳秀様 

    ガバナー補佐幹事   德倉基宏様 

  各委員会報告 

  卓話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7グループガバナー補佐 秋葉芳秀様、ガバナー

補佐幹事 德倉基宏様、クラブ訪問クラブ会員一同

歓迎いたします。 

新しい年度が始まり、加盟認証状（Club Charter）

が気になりロータリークラブ事務所のロッカーの中

から引き出してまいりました。普段気にも留めませ

んが、寺社の御本体のように大切なものです。ロー

タリー情報ハンドブックから加盟認証状（Club 

Charter）について説明をいたします。 

“クラブが RIに加盟を認められたときには、会長、

事務総長及びガバナーの署名のある加盟認証状が世

界本部からそのクラブに発行されます。この加盟認

証状は大切に保存されなければなりません。RI理事

会によって加盟を許された日からクラブは RI にお

ける公式の構成単位クラブとなり、認証状が伝達さ

れた日ではありません。” 

ちなみに当クラブの創立日は 1966年（昭和 41年）

10 月 6日、承認日は 1966 年（昭和 41年）11月 21

日になります。RI 会長はリチャード L.エバンス

（Richard L.Evans）1966-1967米国・ソルトレーク

シティ RC、名称変更は 2009年 2月 20日です。RI会

長李 東 建（Dong Kurn Lee)2008-2009韓国・ソウ

ル RC の署名があります。現在ある加盟認証状は

Narita Airport Minamiですが、横芝ロータリーク

ラブの加盟認証状は紛失しており残念ながら私は見

たことがありません。今ある加盟認証状を大切にし

たいと思いますので、クラブ事務所の壁に掲げるか

ロッカー保管がよいか思案中です。 

◯会務報告 

昨日 7 月 14 日 13：30 より RC 事務所にて役員会を

行いました。 

議題は 

①29日のガバナー公式訪問について 

 プリントを参照してください 

②8月以降の予定について 

③活動計画書について 

④IT等の対応について 

⑤次回以降役員会は第 1 例会後例会場で 13：30 よ

り行う 

 

 

○例会のお知らせ 

例会報告（令和３年７月１５日） 



 

 

卓話 

委員会報告 

・茂原中央ＲＣ ・東金ＲＣ 

○ガバナー事務所より 

・職業分類データベース化における情報提供のお願

い 

・静岡県熱海市伊豆山地区土石流災害支援及び豪雨

による第 2790地区内の被害状況確認について 

◯その他 

・ハイライトよねやま 256号 

・コーディネーターNEWS 

・バギオだより 

・7月のロータリーレート 1ドル＝111円 

 

 

◇R財団委員会  鈴木恭一委員長 

本日冨会員より、R 財団特別寄付をいただきました

のでみなさんへご報告申し上げます。また、寄付を

していただける方がいらっしゃいましたら、是非、

ご協力の程よろしくお願いします。冨会員、本日は

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回ガバナー補佐になりました秋葉です。よろしく

お願いします。東金 RCに入って 35年が経ちます。

クラブに私を紹介したのは高山友二という方で、今

回クラブをお辞めになり、孫が交代で入りました。

今日はガバナー補佐幹事をやってくださる德倉さん

と一緒にきましたので自己紹介をお願いします。 

◯ガバナー補佐幹事自己紹介 

德倉と申します。ロータ 

リーには 5～6年前に入 

りました。まだ経験は浅 

いです。仕事は東金の方 

で食品加工をしています。 

砂糖を細かく砕く仕事で 

す。我々の業界では粉糖 

と呼び、粉砂糖を作っております。今回ガバナー補

佐幹事を仰せつかりましたが、何故経験不足なもの

で不手際が多いと思います。どうぞ皆さん、ご指導

の程よろしくお願いします。 

本日は資料を基に、順次お話をいたします。 

1．今後の地区ガバナー補佐会議予定 

   第 8回～第 16回 

  ◯第 7グループ会長・幹事会予定 

2．ガバナー補佐の役割 

  ①各クラブの会員拡大計画のサポート 

  ②各クラブのロータリー財団、米山記念奨学会

への寄付の推進 

  ③各クラブの社会奉仕プロジェクト、国際奉仕

プロジェクトへのサポート 

3．地区グループ再編会議からの提案（別紙） 

  ◯地区内の各クラブの皆様へ 

   本年度、地区グループ再編会議の議長を拝命致

しております、GN の鵜沢和広です。さて 7 月

号のガバナー月信でも我地区の懸案でありま

すグループ再編問題につきましてご報告をさ

せて頂きましたが、その報告文は 5 月初めに

作成したものであり、その後梶原ガバナー年度

のガバナー補佐の方々との意見交換やそれを

踏まえてのグループ再編会議内での検討を重

ねて、正式に第 1 回目のご提案をさせて頂き

ます。この提案はあくまでも素案であり、今後

の皆様との意見交換の素となるものでありま

す。グループ再編会議は毎月 1回開催し、その

内容をガバナー補佐会議で公表して皆様に対

しては各グループのガバナー補佐より説明し

て頂きます。その上で皆様のご意見を吸い上げ

て頂き今度はガバナー補佐より我々に対して

報告して頂きます。これを重ねて行って年内、

少なくとも来年早々までには 2023-2024 年度

に向けた方向性を導き出したいと考えており

ます。その後、地区内会員に周知徹底して頂き、

2023-2024年度からの運用を目指します。運用

開始後はその後の年度で必要に応じて改正し

て行く事も引き継いで参ります。 

  ◯第 1回提案内容 

   現在の 14のグループを 4つのブロックに分け

てガバナー補佐のチームを作ります。このブロ

ック分けは、経済圏やクラブ数・会員数・風土

などを考慮して A・B案を作成いたしました。



 

 

各ブロックに配置されるクラブ群であるグル

ープは現在のグループと基本的に変更いたし

ません。しかしながら、今後の皆さんとの協議

の中で合意形成される場合は例外的に変更す

ることもあります。さて、なぜブロック形成す

る必要が有るかと申しますと、私がガバナー補

佐を務めた時の経験上、ガバナー補佐は横の繋

がりが乏しくガバナー補佐同士で情報交換や

相互にアドバイスしたりする機会が有りませ

んでした。チームを作ることによって少人数で

の会議が可能で意見の交換を尽くすことが出

来ます。これによりガバナー補佐の親睦の輪が

より強固なものになり、ガバナーからの命題に

対して効果的に職務を遂行できると考えます。

グループ再編はそもそも「ガバナー補佐が如何

に効果的にクラブへアプローチ出来るか」を目

指してスタートしたものです。それをご理解い

ただき今回の提案に対するご意見を頂きたい

と存じますので宜しくお願い致します。新年度

を迎えて各クラブが益々活発に活動されるこ

とをグループ再編会議一同心よりご期待申し

上げます。 

4．3つのプロジェクト 

 （ア）世界ポリオデー祈願 

    開催 10月 24日（日） 

    ・ポリオ根絶に向け、成田山新勝寺本堂に

て護摩 

    ・各クラブの神社仏閣、協会等にて同日同

時刻に一斉に祈願、祈祷、お祓い 

 （イ）世界ポリオデー トレインジャック 

10月 18日～24日 

    ・JR車両 女性専用車 1両にエンドポリ

オナウの宣伝広告 

    ・中央線快速、常磐線各駅、総武線各駅、

つくばエクスプレス 

 （ウ）環境保全 千葉県内の海岸清掃 

9月 12日（日）、予備日 9月 26日（日） 

    ・第 7グループは太東海岸清掃（参加は任

意） 別紙 

    ・広報・公共イメージ向上委員会と連携 

     （委員 大原 RC・吉田正子氏） 

5．前期（年内）地区ロータリー情報研究会 

テーマ「職業奉仕について」 

  後期（来年）地区会員基盤向上セミナー 

 

 

土屋俊夫君・冨 一美君・小林定雄君・行木英夫君 

市原豊彦君・渡邊孝文君・倉石昌治君・安藤卓造君 

石井敬二君 

 …秋葉ガバナー補佐、ようこそいらっしゃいまし

た。今年度よろしくお願いいたします。 

秋葉ガバナー補佐よりいただきました。 

 …本年度よろしくお願いいたします。 

本日計    11,000円 

累 計    36,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス 

出席報告 

☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★ 

例会日 会員数 出席 
出席率に 
用いる数 ％ 

7月 15日 24 17 22 77.27 

 


