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国際ロータリー2020年～2021 年度会長 ホルガー・クナーク 

  

第 2912 回例会 令和 3 年 2 月 19日（金） 

◇ 点  鐘        堀口 路加 会長 

◇ ロータリーソング   

◇ 四つのテスト  樋口 慎一 会員 

◇ ニコニコボックス 

諸岡 正徳 会員：２月１４日、次男の結婚式でした。コロナの影

響もあり、披露宴をどうするかずっと悩んでおりました。皆さんに

はこういう状況でも、ということでご案内させていただきました

が、ほとんどの方にご出席いただきました。規模は小さくなってし

まいましたが、無事に息子二人片付き肩の荷が下りました。いよい

よ夫婦二人の生活が始まります。諸先輩方には、今後二人で仲良く

やっていく秘訣をご指導いただけたらと思います。 

  

◇ 会長の時間    堀口 路加 会長 

東京では新型コロナウイルス感染者数が 12 日連続で 500 人を

下回る状況ですが、千葉、埼玉神奈川での感染者数は 500人を

超えて（千葉 149人、埼玉 210人、神奈川 142人）います。 

私の経営する法人のこども園で 2 月 5 日に職員 2 人が PCR 検

査で陽性が報告されて以降、今週初めまでに職員 9名、0歳か

ら 2 歳までの園児 14 名が感染するクラスターが起きてしまい

ました。子どもの多くが無症状者であったこともあり、毎朝の

健康状況報告でも引っ掛からず、感染経路も不明で、改めて対応策が難しいことを実感し

ました。重症化した職員、園児がいなかったことは幸いなことでした。来週 24日からの一

部保育再開に向け、再発防止策と受け入れ準備を進めているところですが、1日も早くワク

チン接種が進みコロナ禍が収束し、肌のぬくもりとあたたかな語りかけが身近に感じるこ

とができる距離で保育ができる日が戻ることを願います。 

 

さて、去る 2月 14日（日）に梶原ガバナー年度のガバナー補佐会議が開かれ、昨日 18日

は第 10グループの会長・幹事会が開かれました。ガバナー補佐会議は ZOOM併用のハイブ

リッド形式で ZOOMでの参加は私を含め 3名、会長・幹事会は ZOOMのみでの会議でした。 

緊急事態宣言発令下にあって八街 RC、白井 RC、富里 RC、成田コスモポリタン RCは休
会、印西 RCと成田 RCは ZOOMでのリモート例会を開催していることが報告されました。3
月 3日（水）開催予定のインターシティ・ミーティングは緊急事態宣言下であることから
リモートでの開催か延期かを橋本ガバナー補佐と漆原ガバナーとで相談の上決めるとのこ
とでした。できれば延期の方向でという空気が強かったように思います。昨日の会長・幹

事会とガバナー補佐会議（現年度・次年度）との共通事項として、グルーブ再編成の施行
延期が報告されました。年度当初から漆原ガバナーと梶原ガバナーエレクトがグループ再
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編成の背景・理由・目的・内容等を説明してきましたが、グループ再編成に対しては「1)
グループ再編の通知が唐突であった。2)再編にあたり、クラブの意向を聞くことなく進め

られた。3)2021-22年度ガバナー補佐選出手続きが不満でグループ再編成反対。ガバナー
補佐についてはクラブからの推薦、また、クラブ輪番制を認めて欲しい。」といった意見
をもとに地区内 36クラブが反対意見を表明していたわけです。グループ再編にあたり意
識されてきたことは地区の組織及びガバナー、ガバナー補佐、地区委員会のなすべき業務
を規定すべきもの（DLP）を明確にして、これに沿って地区改革を進めようというものだ
ったように思います。DLP という言葉がわかりにくいと思いますが、いわゆる地区におけ
るロータリーの組織規程・業務管理規程と言い換えるとわかりやすいかもしれません。 
ガバナーと地区戦略計画委員会では昨年 12月、ガバナー月信特別号（D L P特集号）を発
行するなど今回のグループ再編成について理解を求める活動をしてきたわけですが、漆原
ガバナーの任期が半年を切り、次年度 RI テーマが発表され、2021-22 梶原等ガバナー年度
に向けた準備を始める時期が迫ってくる中、このままでは新年度のスタートが切れないと

いう思いから、現状と今般のクラブからの意見・要望を真摯に受け止め、地区戦略計画委員
会で協議した結果、本年 7 月 1 日からのグループ再編成施行は一旦延期すべきとの結論に
達したとのことです。今後は、グループ再編成及びガバナー補佐任命について、特に梶原 
等ガバナーエレクト・小倉純夫ガバナーノミニー・鵜沢和広ガバナーノミニーデジグネイ
トが共通理解を持って、①2021-22 年度（梶原 等ガバナー年度）及び 2022-23 年度（小倉
純夫ガバナー年度）は現行の 14 グループ制（ガバナー補佐 14 名）を維持する。②梶原ガ

バナー年度の地区組織図の「戦略計画委員会」の下に「グループ再編会議」を設置し、「会
員数減少を背景として発生しているグループ別クラブ数・会員数の格差是正（平準化）」を
通じたガバナー補佐の選出及び責務等の公平化、会員数減少を背景としたガバナー補佐の
削減（グループ数の削減）に資するグループ再編成について、クラブとの意見交換を通じて
取り組む。③2022-23年度を新グループ再編成案の地区内周知・準備期間とする。④2023年

7月 1日（鵜沢和広ガバナー年度）に新グル－プ再編成案を施行する。⑤2022-23年度以降
のガバナー補佐選出は、クラブからの推薦を得た上で適任者を選考することとし、クラブ
輪番制を否定するものではないことをクラブに周知徹底するということです。  
 
昨年末に SRF (Shaping Rotary’s Future) というテーマが国際ロータリーから提起され
ました。2022 年の規定審議会に上程され、 6 年ほどの試行の後、2030 年頃から実施され
ると聞きます。現在国際ロータリーは世界地図上の近接地から 34 のゾーンに分けられ、
日本は 
北部、中央部、南部の 3 つに分かれ第１ゾーン、第２ゾーン、第３ゾーンに所属していま
す。ご承知の通り日本の 3つゾーンの中には 34 の地区があり、 それぞれにガバナーが
選出され、 50 から 100 のクラブがあるわけですが、SRFではこの制度を変えて、更に良
い組織形態を考えようという提案です。 

日本の第 1 ゾーンはゾーン会員数の減少からパキスタン、 インドネシア、バングラディ
シュなどを含み、 第 2 ゾーンはミクロネシア、北マリアナ諸島、パラオという太平洋諸
国も含んでいることはご承知と思います。  
今回、 日本語、 朝鮮語、 中国語、 スペイン語、 英語、アラブ語などという語圏、 語
族で分けたらどうか、 リージョン（地域、範囲、領域）という単語で区分しようと提案さ
れています。 現在のロータリーの地区をもっと小さくしたらガバナンスがいきわたる、ガ
バナー制度も変えてリージョンのもとにセクションをつくり 25 から 30 のクラブを支援
するとしたらどうか、 こんな議論を世界中で始めてほしいという話なのです。 
 地区内グループの再編どころの話ではありません。地区や自分のクラブの変化、影響に敏
感であることは必要ですが、世界のロータリーが大きく変わろうとしているときに、何を
視点に改革が進んでいるのかを理解して対応していくことが必要なのではないかと考えま

す。 
 



 3 

◇ 委員会報告 

・ロータリー財団・米山記念奨学委員会 中野 直人 米山記念奨学リーダー 

分割で積み立て頂いている寄付が 10万円に達しましたので、今回長原

会員の名前で送金させていただきました。 

 

◇ 幹事報告       諸岡 正徳 幹事 

【回覧】 

・例会変更 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝ、佐原香取ﾛｰﾀﾘｰﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

・地区より訃報のお知らせ  

パストガバナー 増田様（千葉中央ＲＣ） 

・ロータリー東日本大震災青少年支援連絡協議会より「風の便り

Vol.6 No.7（通刊 77 号）訂正版」 

・ロータリー公共イメージコーディネーターより「コーディネー

ターニュース 2021 年 3 月号」                                                                       

・ロータリー米山記念奨学会より「ハイライトよねやま Vol.251」 

・地区より「2020-21 年度地区大会開催のご案内」 

・地区より「グループ再編成の施行延期のご案内」 

・地区より「2021 年決議審議会決議案提出のお願い」 

【連絡】 

・3 月 3 日に開催が予定されておりました第 10 グループ IM は、昨日行われました会長・

幹事会にて延期が決定しました。IM の振り替え休会となっております次週 2 月 26 日の例

会につきましては、予定通り休会と致します。 

・当クラブ名誉会員の成田山新勝寺貫首 橋本照稔様が 2 月 18 日にご逝去されました。

家族葬の為、クラブからは生花のみお贈りします。 

 

◇ 卓話 

～～～～ロータリー雑感～～～～ 

渡辺 孝 会員 

皆さん、こんにちは。成田ロータリークラブ会員の渡邉です。「あれ

っ、こんな会員いたのかな？」といぶかる方もいらっしゃるかと思いま

すので、改めて自己紹介させて頂きます。 

実は先立って笠原プログラム委員長より卓話の要請がありました。委員

会で行ったアンケートによりますと、新しい会員ばかりでなく、古い会

員からも卓話をさせたらとの意見があったそうです。 

現在会員数は 64名。約 40％が入会 5年未満の会員さんです。私の様な

古参会員はごく少数で、昭和時代の入会者は私を含め、わずか 3名です。本当に昭和は遠

くなりにけりですね。 

今回、ＺＯＯＭ例会の卓話にあたり長原会員、永井会員のお二人には大変お世話になりま

した。ありがとうございました。私にできることは、ロータリーの話だけです。今日はロ

ータリーでの色々な経験をお話しさせていただきたいと思います。 
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私は昭和 15 年 2 月 21 日生まれです。本日は 2 月 19 日、明後日 2 月 21 日が私の 81 歳

の誕生日です。それを笠原委員長は知ってか知らずか記念の卓話となりました。 

私は 1984 年、昭和 59 年 5 月に当クラブに入会させて頂きました。ですから、入会 37 年

目になります。会員の中で一番若い笠原委員長は、まだ赤ちゃんの頃ですね。 

当時の会長さんは、諸岡市郎左衛門さん。現会員の諸岡市郎左衛門さんのお父さんの時代

です。当時平均年齢も 59 歳で、現在の 62 歳より若かったと思います。今は私が足を引

っ張っていますね。 

ところで皆さん、ロータリアンとしての三大責務は何でしょうか？ご存知のことと思いま

すが、 

・例会に出席すること 

・会費を納入すること 

・ロータリーの友を購読すること 

RI では 1 年以内にメークアップすれば良しとしている様ですが、当クラブは休会した前

後 2 週間以内にされておりますが、当然のことと私は思います。 

昔の話になりますが、週報の最後のページに各会員の一覧表があり、〇、×、△の印があ

り一目瞭然で出欠が解かる様になっておりました。そして無断欠席した場合は、氏名まで

発表されておりました。 

私が入会した 2 年目の川村佐平治会長は、ターゲットに「例会の出席は親睦と奉仕の第一

歩」とありました。私はそれを肝に銘じ、入会以来 34 年間連続で皆出席を続けました。

近年事情がありまして、それが切れてしまいましたが、又今後できる限り頑張りたいと思

います。いろいろな都合や事情で、欠席されることもありますが、メーキャップと云う制

度があるわけですから、他のクラブの例会に行く、委員会やクラブの認めた行事や会合に

出席することで補填することが出来るのです。子クラブのコスモクラブなど気楽に行けま

す。他のクラブを見学することも非常に勉強になります。私は平均 1 ケ月に 1 回位は、コ

スモさんへお邪魔をしております。そうすることにより、皆出席など簡単なことと思いま

す。 

会費の納入につきましては、期限内納付は当然のことと思います。 

ロータリーの友を読む。これもその昔、ある会員が読まれざるベストセラーなどと申して

おりましたが、少なくとも雑誌委員長が毎月号の記事を発表しておりますが、それだけで

なく、今月号の感想はいかがですかと指名して発表してもらうのも面白いのではないかと

思います。 

先にも申し上げましたが、37 年前に入会をして 1990～91 年度、石橋雅男さんが会長の

時に幹事をやりました。今の石橋菊太郎会員のお父さんです。そして、1998～99 年度に

第 38 代の会長をやらせて頂きました。もう 22 年も以前のこととなります。 

会長を受けるに当たって、当時大変なハプニングがありまして、今でこそ２～3 年後の会

長が決定しておりますが、私の時は会長予定者が突然退会してしまい、大変なこととな

り、12 月の第一例会の年次総会直前になり、当時パストガバナーの亡くなられた平山金

吾さんに「渡邉さん、ロータリーにはノーはないよ」又、近藤会員から「私が幹事をやる

から」と背中を押されて、引き受けたいきさつがありました。 

話は変わりますが、よくもこの歳まで 30 数年間もやっているねと云われますが、私は理

屈抜きに、やはりロータリーが好きなのですね。高齢になり、他の団体や組合いろんな組
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織等ほとんど退会させて頂きました。しかしロータリーだけは退会せずにおります。やは

り好きなのですね。 

チャーターメンバーに高田定吉さんと云う方がいらっしゃいます。クラブ創立以来、連続

7 年間も幹事を務め、8 年目に会長になりました。その会長時代からターゲットを始めた

様で、「私達は一日に一度だけでもロータリアンであることを思い出そう」とありまし

た。私は素晴らしい言葉だと思いました。後々の会長になられた方も同じ様なターゲット

を掲げた方もおりましたが、同じ様に感銘を受けたのではなかろうかと思っております。 

良くロータリーでは職業奉仕と云う言葉を聞きます。ロータリーの金看板とも云われてお

りますが、何か解りにくい、難しいと云えます。いろいろな解釈もあろうかと思います

が、私の個人的な考えですが、要するに前にも申し上げた通り、毎週の例会に出席するこ

とだと、私はただそれだけです。 

そして、毎日の生活の中で、例えば車でバス停の前を通った時、近所のおばさんがいた、

どうぞ乗って帰りませんか？あるいは、お医者さんが時間外になっても患者さんを診てあ

げる、又、注文された品物を配達に行き、帰りにはその車が見えなくなるまで見送ってい

る等、これこそが究極の職業奉仕ではないかと思います。何も難しいことではないと私は

考えます。いずれにしましても、若い方はこれから幹事や会長をやって頂く時が来ます。

ノーとは云わずに受けて頂きたいと思います。これによって、ロータリーの何たるかを深

めることが出来ると思います。 

特に近年は女性の会員さんが多く入会してくれました。地区に於いては女性ガバナーも誕

生しております。我がクラブも近々是非とも女性の幹事、会長さんが出てくれる事を期待

しております。やる事により自分自身の人間形成が大きくプラスになり、一回りも二回り

も大きくなり、大切な財産となることは間違いありません。 

以前は、親子で会員になっている方も何組かおりました。今は女性も会員になれます。ど

うでしょうか、奥さんも入会していただき夫婦で会員などとても楽しいことだと思いま

す。ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 点  鐘        堀口 路加 会長 
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※今後の例会について 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

※緊急事態宣言解除により、今後の例会も通常例会になる予定です。 

 最終的には、３月５日の理事・役員会によって決定いたしますので、決まり次第、会員

の皆様には、ＦＡＸ・メールでご連絡いたします。 

  
 

 

 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

 

 

26 日(金) 振替休会       対象：IM 

3 月 3 日(水) 
第 10 グループ IM   会場：成田ビューホテル  

※５月２６日（水）に延期となりました。 

5 日(金) 
通常例会（Zoom 例会） 会員卓話 

第 9 回役員・理事会 

12 日(金) 通常例会 卓話：松本哲哉教授医学研究科医学専攻・公衆衛生学専攻  
19 日(金) 通常例会  会員卓話 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６４名 ６２名 ６２名 ０名 １００％ － 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

諸岡 靖彦 会員 2 月 15 日 第３グループ IM 

諸岡 靖彦 会員 2 月 16 日 地区戦略計画委員会 

事務局 〒286-0127 成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 

 


