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会長挨拶

江上会長

皆様、こんばんは
ゴールデンウィークでゆっくりされた方、仕事で
忙しかった方と過ごし方はいろいろあったかと思
います。皆様それぞれに有意義に過ごされたこと
と思います。 本日は、米山奨学生のジョン・ヨン
ジ様が初めて、例会の参加をしています。後ほど
ご挨拶をお願いします。また、ゲスト卓話では国
際ロータリー第 2790 地区ガバナーノミニーの鵜
沢様に講話をいただきます。よろしくお願いしま
す。 祭日の 29 日に 2790 地区の地区協議会に参
加いただきました会員の皆様お疲れ様でした。
久々に千葉県全域から地区協議会が開催され約千
人ほどのロータリアンが集まりました。
地区協議会では、私は会長部会に参加しました
が、次年度会長の中には､ご高齢の方が数名いまし
たが、高齢で複数回の会長になられる方達は、お
元気な方が多くて、世代交代の話にご意見がいろ
いろと出て、それぞれの世代で頑張られているロ
ータリアンの考え方などのご意見を聞くことが出
来ましたので私も頑張らねばと良い刺激を受けま
した。 それぞれの世代の次年度会長の意見がでま
したが、司会をされていたガバナーノミニーの鵜
沢様も手慣れていて時間通りに協議会をまとめて
終了になりました。最後に講評として梶原ガバナ
ーから、任期を 2 ヶ月残してしみじみと話された
のが、1 年間は思っていた以上に時間が足りなく
て、やりたいと思っていたことがなかなか出来て
いない。また、ロータリアンとして意見が違うこ
とで対立をしてはいけない。対立からはなにも生
み出さないとのお言葉がありました。意見が違っ
ても対立するのではなく、互いに尊重して認め合
えることが大事なことだと再認識しました。

また、昨日は「RLI プログラム活動 10 周年の集
い」が開催され参加しました。
昨年が 10 周年で集いの開催予定でしたが、コロ
ナの影響で延期され今年の開催となりました。今
年 RLI を受講して卒後コースまで終わりました私
にとっては、延期されたことにより 10 周年との節
目の集いに参加できたことは幸運でした。その集
いの中で、RLI は研究会であってセミナーではな
い、ある程度ロータリー知識を持って参加すべき
である。との話しがありました。RLI が私にとって
はオリエンテーションの位置付けと感じておりま
したが、RLI：ロータリー・リーダシップ・インス
ティテュのインスティチュを研究会との解釈でし
たが、私はロータリー歴の短いメンバーが RLI を
セミナーとしての参加でも、自分なりのロータリ
ー哲学を持てる機会になれば良いのではと考えて
います。 千葉東 RC では、今回私と次年度幹事の
手塚会員が受講して合計 4 名の受講となっていま
す。是非、ロータリー歴に関係なく、千葉東 RC の
まだ受けていないメンバーの皆様にも受講をお勧
めしたいと思っています。以上、会長挨拶とさせ
ていただきます。
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幹事報告
1. 行事の確認
・5/23（月）地区協議会報告 5/16 は休会です
2. 報告事項
・5/23 地区ゴルフ大会参加の方宜しくお願い致し
ます。

委員会報告
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ＲYLA 委員会
鳴海寿裕 委員長
令和 4 年 6 月 25 日（土）第 45 回 RYLA21 世紀リ
ーダーシップセミナーが開催されるます。
当クラブより会場お手伝いをお願い致します。
10 人程お願い致します。

社会奉仕青少年委員会 池田銀蔵 委員長
令和 4 年 4 月 25 日 ＪＲ千葉駅東口にて
ほっとはあとちば様の「無料ナプキン配布キャンペ
ーン」に参加してまいりました。総勢 50 名で 2000
個の配布活動となり、新聞社、テレビ局の取材も入
り NHK で活動模様が放送されました。

後藤新平の言葉で、「財を成す者は下である
事業を残す者は中である、人を残すものが上である」

米山奨学生紹介
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国際ロータリー第２７９０地区

正しく我々も企業、ロータリーにおいて人を残さね
ばならない事が、大切であると考えます。

2022 米山奨学生

鄭 栄智様

吉田松陰は 29 才で死罪となってしまいましたが、
長州藩に於いて多くの塾生を育ててきました。左記
は後世の残された言葉です。
夢なきものに成功は無と申し上げましたが 20212022 年度で RI ではビジョン声明を発しておりま
す。

今年一年どうぞよろしくお願い致します。

ゲスト卓話
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国際ロータリー第２７９０地区
ガバナーノミニー

鵜沢

和広様

このビジョンを達成するために今後 5 年の活動を方
向ずける下記 4 つの優先事項を定めております。
「ロータリーの次の時代を語る
ビジョンと戦略計画（行動計画）
」

撲滅活動をしています。しかし、当初は夢のような
ことでしたがあともう一息の目標になり、撲滅する
ことを達成しなければなりません。
また、ジョンレノンは「一人で見る夢はただの夢
みんなで見る夢は現実になる」これも会員全員で
行うことで現実になると思います。
最近ロータリー内でのトピックは D.E.I であり、し
ばらくの間は色々な場面で目にすることとなりま
す。
覚えておいてください。
・多様性については、女性会員の比率は日本で 7％
であり先進国内では非常に低く高める必要があ
る。また、人種、宗教、ジェンダー、年齢、地域
格差等差別をなくすことである。大事なことは中
堅メンバー、会長、幹事は一体感をもてるように
配慮しなければならない。
・公平性は、与える側の公平ではなく、受け取る側
が公平に扱われていると思える内容でなければ
ならない。例えばリンゴの木があり皆に同じ踏み
台を与えただけでは、与え側は公平でも、受け取
る側の男女子供では公平ではなくなります。
与える側は、その人に適した踏み台を用意し皆が
手の届くようにしなければならない。
・包摂性は、会員になったメンバーに対して大切に
歓迎していかなければならない。
・地球上からコロナを撲滅するために世界中のロー
タリアンが力を合わせ、成し遂げることにより
世界に偉業を知らしめることが出来る。
・女性会員は世界で 25％を 30％に引き上げ、多様
性を受け入れるということです。
・ロータリー活動が楽しいものであることを促す
・ＳＲＦが 2030 年を目途にガバナンス構造の変化
をする事に、我々は適応しなければならない。
しかしながら、親睦、高潔性、多様性、奉仕、
リーダーシップという中核的価値観は変わりま
せん。
今後は、皆さんのクラブの 5、10 年先を思い描いて
ください。その夢はクラブフォーラムなど会員の皆
様から発表を頂き、千葉東ロータリークラブのビジ
ョン声明を作ってください。
皆さんが考える
ピッタリなビジ
ョンを考え、次
に達成するため
の行動戦略計画
を立案し後は実
行するのみです。
また、計画は皆
さんで立てます
が、向こう 3 年
の執行部で遂行していく必要があります。
職業奉仕について、日本のロータリアンなら職業奉
イチロー選手の言葉で「夢は近づくと目標に変わる」 仕という言葉を避けて通ることはできませんん。
といっています。ロータリーが中心となりポリオ
海外ではあまり使われませんが、自分なりの職業奉

仕感を持たなければなりませんし、大切なことです。
上流域・・自分の職業を律して正々堂々とした職業
をすること、そしてみんなの為になるよ
うなこと。
中流域・・上流域のこともし、クラブで開発した
職業奉仕プロジェクトに応える。
会員の職業スキルを利用し奉仕プロジェ
クトを実行する。
（定款に記載あります）
下流域・・奉仕活動を縦割りにすることなく
奉仕活動を積極的に行う。ロータリ
―という川は、上流からこのような考え
が流れており、上流域の考えは
ロータリーという大河に生きています。

実際に参加し汗をかき奉仕活動をし、喜んでもら
える人たちを見て、心も温めることが出来る。

女性や若者は理念を語ることよりも、実際の奉仕プ
ロジェクトを実行していることが多く、海外では女
性会員が多いのではないかと思います。
我々ロータリーが目指すものは、伝統を重んじロー
タリーの精神を大切にすること、また、夢を大切に
にして未来のロータリーを築いてゆくこと

ニコニコ BOX
水嶋委員長
本日は宜しくお願い致します。
宍倉会員
鵜沢ガバナーノミニー、健康に留意してガバ
ナ－としてしっかり活躍してくれることを祈
念いたします。
鳴海会員
鵜沢ガバナーノミニー様、本日はゲスト卓話
ありがとうございます。ロータリー研修委員
長水嶋様、例会参加ありがとうございます。
米山奨学生ジョンさん、１年間よろしく。
西田会員
結婚記念日のお祝い有難うございます！結婚
27 年。28 年目も頑張ります！
江上会長
鵜沢ガバナーノミニー、ゲスト卓話ありがと
うございます。ジョンヨンジさん、これから
ロータリ－を楽しんで下さい。
坂下幹事
鵜沢ガバナーノミニー、水嶋委員長、ジョン
さん、本日はありがとうございます。

環境が新たに追加されましたが、我々は
7 つの重点分野を大切にし、奉仕活動を進めていか
なければならなく、これに当てはまる事業を常に
考えなければなりません。
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