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第 2062 回例会　2020. ９.10　曇り　司会　水庫会員

　ロータリーソング　「我等の生業」

◎本日の出席状況

　出席：27 名（25 名）中 14 名　56％

　欠席：斉藤（守）・鯨井・三須・山本・藤代・伊東・輪湖・平山・斉藤（英）・長野・松本・（相澤・柴田）

 各会員

◎ビジター　船橋 RC　森嶋　康長　様

 遠 田 会 長

　皆様こんにちは。残暑お見舞い申し上げます。９月も中旬になるというのに連日 30℃越えいつになった

ら涼しくなるのでしょうか？

　８月の暑さ歴史的というニュースがありました。気象庁は９／１、８月の東日本の平均気温が平年に比べ
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て 2.1 度高く、1946 年の統計開始以来、８月としての平年との気温差が 大だったと発表。８月の 大記録

だった 2010 年の 1.9 度を更新。西日本も平年より 1.7 度高く、10 年と並ぶ 大記録となった。今夏は、全

国的に際だって厳しい暑さに見舞われたことになる。先月は、各地で 高気温の記録を塗り替え、17 日に

は浜松市中区で国内の観測史上 高に並ぶ 41.1 度を観測、岡山県高梁市では９～ 31 日の 23 日連続で 35 度

以上の猛暑日となり、大分県に日田氏（1990 年、94 年）の連続猛暑日記録（22 日連続）を更新。同庁によ

ると、酷暑の原因は、勢力の強い太平洋高気圧に日本が覆われ続けたためという。海面の水温も上昇し、日

本の南方の了海域では、８月の平均海面水温が 1982 年の観測開始以来、過去 高を記録した。記録は破ら

れるためにあるとは言え、余り有難くない記録破りですね。さて本日は漆原ガバナーからクラブ会長の皆様

へお願いがありまして、戦略計画を立ててということでクラブフォーラムを行い広く皆様よりご意見を頂き

戦略委員会に反映したく存じます。よろしくお願い致します。

中 村 幹 事

１．９月理事会決定のポリオプラス寄付金として 1,000 ドル（106,000 円）の寄付を行いました。その他寄付

金の項目より支出致しました。

２．米山特別寄付として　クラブより３名の会員に各 8,000 円を補填しました。

　　・相澤会員：200,000 円の寄付により　米山功労 54 回目

　　・織戸会員：100,000 円の寄付により　米山功労６回目

　　・山本会員：100,000 円の寄付により　米山功労者１回目　をそれぞれ取得されました。

　　以上により 400,000 円の寄付を行いました。

　　※米山記念奨学会より相澤会員・織戸会員・山本会員にそれぞれ感謝状が贈られております。

３．ロータリー財団特別寄付として　クラブより８名の会員に各 3,000 円を補填し

　　・相澤会員：1,000 ドル（106,000 円）の寄付によりマルチプル 14 回

　　・山口会員：1,000 ドルの寄付によりマルチプル 13 回

　　・大家会員：1,000 ドルの寄付によりマルチプル３回

　　・鈴木会員：1,000 ドルの寄付によりマルチプル５回

　　・大原会員：1,000 ドルの寄付によりマルチプル 11 回

　　・長野会員：1,000 ドルの寄付によりポールハリスフェロー

　　・草野会員：1,000 ドルの寄付によりベネファクターをそれぞれ取得されました。

　　以上により 7,000 ドル（742,000 円）の寄付を達成いたしました。

   

　　　又、本日中村和一会員が財団寄付 1,000 ドル寄付の申し入れがありました。新ポールハリスフェロー

になられます。

　　◎現在までの寄付累計は７／ 30 に財団寄付 1,000 ドル寄付の佐々木会員を含め 9,000 ドルの寄付を達成

いたしました。

　　ご協力感謝申し上げます。

４．鈴木会員が「ロータリー希望の風奨学金」に 50,000 円の寄付をされました。

　　皆様ご協力ありがとうございました。

　　尚、財団寄付、ロータリー希望の風奨学金へのご寄付を希望される方は事務局までお願いします。

「回覧物」　・第１地域 RRFC 便り

幹 事 報 告



第２回　第２Ｇ　会長・幹事会報告

 日　時：2020 年９月 10 日 14：30 ～ 16：00　

 会　場：クロスウェーブ船橋　３Ｆ会議室 　 

 作　成：幹　事　中　村　和　一　　　　 　    

※ 10 ／３　第２Ｇ　情報研修会は　新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から中止

次第より

２．⑴　各クラブ状況

　　　　・鎌ヶ谷 RC 退会もあったが、２名入会

 ９／１　鎌ヶ谷市（小・中・高校 16 校）に非接触型体温計を合計 32 台寄贈

　　　　・船橋南 RC 例会場「市川市　栃木家」に変更

　　　　・船橋東 RC ８／ 20　AI 翻訳機 18 台船橋市に寄贈　（地区補助金活用）

　　　　・船橋西 RC 市内外国人  留学生に向けて、船橋市へ 100 万円を寄贈（独自に）

　　　　・船橋 RC 船橋市（市立高校）へアルカリイオン水（除菌水）製水器の寄贈を検討中

　　　　・船橋みなと RC コロナの影響で、毎年主催の船橋市ミニバス大会は賞品のみの対応になりそう

 例会場「稲荷屋」に変更

　　　　オンライン例会の進捗状況

　　　　・鎌ヶ谷 RC ９／ 10 から ZOOM 会議を開催　リモートでも出席扱いにする

　　　　・船橋西 RC 並行稼働中

　　　　他クラブは検討中

２．⑵　行事日程の確認

　　　　第２Ｇ会長幹事会　　次回より野村証券会議室の借用　全て金曜日に変更

２．⑶　情報研修会　テーマ「職業奉仕」ZOOM 配信も予定

　　　　〇意見

　　　　・船橋東 RC 中村　　　　　コロナの状況を勘案し中止し、資料配布で済ませれば良いのでは？

　　　　　　　　　　　　　　　　　９／ 10 中止の場合クロスウェーブ会場キャンセル料￥30,000 －程度

　　　　・鎌ヶ谷 RC 星本会長　　　各クラブ単位で開催してはいかがか？

　　　　・船橋南 RC 徳永会長　　　全員参加を止め、１クラブ５名程度の参加で３蜜を防げるのでは？

　　　　・船橋東 RC 遠田会長　　　この状況下で無理に開催する必要性は何か？

　　　　・船橋みなと RC 板橋幹事　基調講演の原稿資料を各クラブに配布すれば良いのでは？

　　　　・船橋 RC 木村元会長   　 　本日この場で開催の可否を決定すれば、クラブに話を持ち帰る

　　　　●徳永ガバナー補佐の結論

　　　　　今回 10 ／３の情報研修会は書面にて会議（研修会）を実施

　　　　　各クラブ事務局宛てに基調講演の原稿資料等を配布。その後各クラブで勉強会を開催してほしい。

　　　　　また、第２部で発表予定でした各クラブの職業奉仕委員長に、発表用の原稿を作成頂き提出を依頼

　　　　　こちらも各クラブに配布します。



２．⑷　予算

　　　　・情報研修会の費用を修正　キャンセル料確認

　　　　・会長幹事会費　各クラブへ返金を予定

２．⑸　地区方針報告

　　　　・地区大会日程　徳永ガバナー補佐が補佐会議で　大会開催を日曜日に集約を提案

　　　　　→　地区にて検討する　との回答

　　　　・次年度ガバナー補佐選出について　８名決定　２名検討中（第３Ｇ）

２．⑹　地区依頼事項

　　　　・IR 国際会議（台湾大会）参加の依頼　予約してほしい

　　　　・同６／ 13 千葉ナイト参加の依頼

　　　　・第 43 回 RYLA 実行委員会　推薦依頼　まだ２クラブの返事しかない

　　　　・「ロータリー談義のつどい」　各クラブ１名の参加依頼（会長や会長エレクト）

　　　　　日程は　11 ／ 21　船橋 RC　　　１／ 30　船橋西 RC　　　２／ 21　船橋東 RC

　　　　　　　　　２／ 23　鎌ヶ谷 RC　　 ３／ ７　船橋南 RC　　　３／ 14　船橋みなと RC　

　　　　　場所　地区ガバナー事務所

　　　　　・三委員会合同セミナー開催　代表１名参加依頼　代表以外はオンライン参加が可能

　　　　　・オリコ RC クレジットカードの取扱推進　各クラブ単位で持てるカード　協力してほしい

◎各委員会報告

　米山功労表彰

　　　　本日の卓話

クラブ戦略計画について（案）

 中村　和一　　

９月 10 日の例会での会員意見

〇第１段階：現状分析　－クラブの現状はどうか？

　・出席率低下

　・若い会員の参加を求めるのは、仕事で時間がなく厳しい状況

　・外部卓話か少ない

　・会員減少

〇戦略的課題

　・問題点を洗い出し目標を立て解決策を検討する

　・世代間のギャップを埋める

　・クラブとして選択と集中　クラブの合併もあり得る

　・会員増強

　・長期欠席者の取扱い



長所と短所

〇長所

　・北原年度を例に、火が着くと盛り上がる

　・仲が良い

　・財団寄付を頑張っている

　・地区補助金を活用して毎年奉仕活動を行っている

　・和やかで楽しいクラブ

〇短所

　・会員減少

　・外部卓話か少ない

　・出席率低下

　・理事、役員を毎年同じメンバーで回している

　・出席はいつも同じ会員

　・70 歳を超えると過去に捕らわれてしまう。保守的な考え

　・ロータリーに対しての考え方が昔と比べ違ってきている

地域社会にある機会と課題の特定

〇機会

　・夜間例会を増やしコミュニケーションを図る

　・市の状況や尊敬する人の意見を聞く

　・色々な事を知る

　・知見を出し合う

　・各会員の会社事業と共に発展できると良い

　・先が読めないので現状でベストを尽くす

　・会員通しの声の掛け合いが喜ばれ心地よい

〇課題

　・クラブが良くなる様に戦略を練り上げる

　・このクラブで良かったことは？　何が良かったか？

　・何をしたらよいか？

　・科学的分析

　・コンテンツが多い卓話を立案

　・会員が辞めないクラブにする

　・35 名程度の会員増強を目標

　・地域に貢献できることは何か？

　・入会したいクラブにするには？

〇第２段階：ビジョンの作成　－どのようなクラブになりたいか？

　・クラブを継続するには、「まあまあ良い」から「常に厳しく、規則正しい活動をする」

　・地域のリーダーとして活動する



　・出席したいクラブにする

　・入会して良かったことを増やす

　・コロナ終息後、素早く動ける体制を取っておく

〇ビジョン声明

　・クラブは３～５年後にどのようになっているか

　・クラブの成功はどのような形で現れるか

　・何を達成したいか

・今週から、雑誌会報委員の仕事も任せてもらえるようになりました。親ぼくと２足のワラジで頑張ります。

 　佐々木　隆幸

・米山奨学会・財団・希望の風奨学金ご寄贈の皆様有難うございました。山﨑財団委員長のハッパが効いた

のかな？ 遠田　　毅

・クラブ戦略計画の協議会、クラブの長所や短所、今後どのようなクラブを目指すか、など色々と考えさせ

られました。 水庫　直子

・クラブ戦略計画、大切なテーマですが、私たち老人ではなく若い会員に期待したい。戦略委員である大家

先生、良いプランを考えてください。 岡田　敏男

・クラブの戦略計画を皆なで意見を出しあって良いビジョンを作成しましょう。 山口　習明

・クラブ戦略計画の卓話にて、いろんな話が聞けて参考になりました。今後もロータリーに積極的に参加し

たいと思います。 吉岡　　剛

次週予告　９月 17 日（木）

　　　　　場所：クロスウェーブ船橋

　　　　　卓話：ガバナー補佐訪問

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ９月 10 日　6,000 円 累計　215,000 円

９月17日（木）

　　24日（木）

10月１日（木）

　　３日（土） 　情報研修会（未定）

　　８日（木）

　　15日（木）　地区大会に振替

　　17・18日　地区大会 （予定）

週報今週の担当　　　佐々木

９・10 月のプログラム


