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国際ロータリー第 2,790 地区 

2020－21 年度第 8 グループガバナー補佐 

      大塚 榮一様（八日市場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 足元の悪い中、出席ご苦労様です。今、日本列島

が大変なことになっています。特に九州地方です

が、数十年に 1 度という雨が何度もニュースで報道

されています。亡くなられた方がたくさんいらっし

ゃいます。お悔やみを申し上げ、被災された方には

お見舞いを申し上げます。関東地方、特に東京では

新型コロナウイルスに感染した方が毎日 200 人を超

えて発表されています。皆さんには自分の身を十分

守っていいただきたいと思います。本日は当クラブ

から出向いただいている、第 8 グループガバナー補

佐の大塚様に就任の挨拶をお願いしました。後ほど

宜しくお願いします。 

 よくロータリークラブは何ですか？何をやってい

るのですか？と聞かれることが多々あると思いま

す。私としては奉仕と会員同士の親睦と考えていま

す。奉仕ですが、原文では service（サービス）で

す。提供するなどの意味がありますが、ロータリー

語に直すと奉仕となります。大変格のある訳です。
世界でもどのように奉仕をとらえているか興味があ
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りますが、奉仕とは見返りを求めない行為です。奉

仕とは我々だけでなく、普通の人も日々奉仕をして

いると思います。私の職業は車屋ですが、車を売っ

たり、修理をしたりすると相手の人に豊かな気持ち

にしてもらったり、快適な生活を相手に送ることが

できるわけです。それで私どもが奉仕をもらい、そ

の奉仕で何かを買ったりすると買った相手が奉仕を

得ることになります。このようなことをロータリー

の話として考えてみると興味深いと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◇例会場及び時間の変更  

＊銚子東ロータリークラブ 

7 月 28 日（火）は定款により休会となります。 

 

◇会報受領クラブ名  

＊八街ロータリークラブ 

 2 月～7 月分、7 通届いております。 

 

＊旭ロータリークラブ 

 2 月～6 月分、8 通が届いております。 

 

◇週報礼状  

＊PG 増田 豁様 より届いております。  

 

◇その他 

＊地区大会の日程が変更になりました。日程は

2021 年 5 月 9 日（日）、10 日（月）です。また

近くなりましたらご案内させて頂きます。 

 

＊来年度 2790 地区のグループが再編成されます。

（大塚 G 補佐より説明がありました。） 

 

＊今年のよかっぺ祭りは中止となりました。 

 

＊麻薬撲滅キャンペーンの募金への御協力をお願い

致します。 

 

 

 
◇希望の風推進委員会・・・鵜澤仁智委員長より 

募金協力のお願いがございました。 

◇前年度希望の風推進委員会・・・栗田壯一委員 

長より、募金協力の御礼がございました。 

   

 

 

『ガバナー補佐就任挨拶』 
 

第 8 グループガバナー補佐 大塚 榮一様 

             （八日市場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 皆さんこんにちは。この度はガバナー補佐とい

うことですが、役目柄ご挨拶を申し上げます。ま

た、私の補佐を務めてくれます、閔さんと鈴木勝

也さんです。どうぞ宜しくお願い致します。まず

は、第 59 代宇之沢会長には、7 月 7 日（火）の

新年度第 1 回目の例会には、久しぶりに多くの会

員の出席により、幸先の良いスタートとなりまし

た。どうか今年 1 年間、クラブの活性化を願って

おります。また、小川前会長には、誠に不本意な

形で任期が終了、大変ご苦労様でした。 

 既にご案内のように、本年度 RI 会長はドイツ

からホルガ―・クナークさんが就任をされ、テー

マは「ロータリーは機会の扉を開く」でございま

す。それを受けまして、今年は第 2790 地区初の

女性ガバナーとなります、勝浦 RC の漆原摂子さ

んは「クラブが主役となり奉仕の理念の実践

を！」というテーマを掲げられました。つまり、

ロータリアンよ、行動せよ！ということでもあり

ます。しかしながら、本年 1 月末からの誠に思い

もよらぬ新型コロナウイルスにより、準備期間も

思うような会議が開けない内でのスタートとなっ

たわけであります。また、本年度は日本の RC、

つまり東京 RC 誕生から 100 周年という喜ばしい

年でもあり、加えて広く国民が待ち望んでいた東

京オリンピックそしてパラリンピックの開催とい

う慶賀に包まれての 1 年でありましたが、ご案内

のように残念ながら来年に延期という事になって

しまったわけであります。 

先程の漆原ガバナーに戻りますが、各クラブへ

のお願いということで、自クラブの今後につい

て、3 年後、5 年後、どうありたいか。どうなっ

ていたいか。という、長期戦略計画について、ク 

幹事報告 ・・・鈴木 英人幹事 

 

委員会報告 

 

卓 話 
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ラブで協議する委員会をつくってほしいとありま

す。宜しくお願い致します。加えて、本日第 2790

地区から 3 つ、大切なご報告を致します。まず、10

月 17 日～18 日に予定されていました年次大会が新

型コロナウイルス感染予防のため、来年 GW 明けの

5 月 9 日（日）～10 日（月）に延期されました。次

に、県下 14 グループに分かれているところを 10 グ

ループに再編ということで、第 9 グループが無くな

り、我々の第 8 グループに佐原、小見川、佐原香取

の 3 クラブが合流し、第 8 グループは 4 クラブから

7 クラブへと変わります。来年 7 月 1 日からの実施

となります。そして最後に、グループ再編に伴い、

ガバナー補佐が現在の 14 名から 10 名に変わり、合

わせてガバナーエレクトの意向が少し出てきまし

て、各グループからの推薦とガバナーエレクトから

の要望という形で、最終的に地区指名委員会で決定

されるとのことです。従って、来年度から第 2790

地区も変革の時代に入っていくということになりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ところで、例年の就任のご挨拶は過去の週報を 

確認しましても、非常に手短に済ませているという

認識でおりましたところ、急遽、昨日宇之沢会長か

ら、時間を取りましたので。と連絡があり、卓話と

いうスタイルは 11 月 17 日（火）の旭クラブ合同の

公式訪問 2 週間前の 10 月 27 日（火）のクラブ協議

会で。とお伝えしましたが、そこをなんとか。との

ことでしたので、少々長くなりますが話を続けさせ

ていいただきます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
今年はクラブ研修委員として、柏熊さんと一緒 

です。今後、研修の例会時にロータリーとは？と 

いうような話をするかもしれませんが、今日は、 

現在、当クラブの会員入会歴でいいますと、私が 

9 年前の 50 周年時の会長時代と比較しますと、 

ベテランのロータリアンが多く退会、その後現在 

の皆様が入会という形のクラブであります。そこ 

で、私も昔入会した頃悩んでいたこと、つまり 

『職業奉仕』について、私も尊敬しております、 

関西（伊丹 RC）の深川純一先生（弁護士）が述 

べられたものを拝借させていただき、職業奉仕に 

ついてお話しいたします。 

『職業奉仕について』 

紙製造卸業者であるロータリアンの述懐でありま

す。即ち、紙製造などという仕事は、社会的地位も

低く、卑しい職業であって、利益も少ないし、自分

は悪い星の下に生まれたなと絶望的に世の中を見て

いましたが、ある日翻然としてその非を悟ったので

あります。それは、人々が毎朝食べるパンを清潔な

状態で家庭に運ぶことが出来るのは、自分が作って

いる紙があればこそであります。 

食事というものは、単に食欲を満たすために採るの

ではありません。人間が神の司る宇宙の秩序体系の

下に帰依するための生命を維持するために食事を採

るのであって、食事を採るということは、最高の宗

教的な儀式であると考えられるのであります。アメ

リカの東部には、この考え方があります。例えば、

ミシガン大学の食堂は、ケンブリッジ大学のキング

スカレッジのチャペルを模して作られていますが、

ここでは、食事は儀式と考えられています。したが

って、服装もスーツを着用します。この様な儀式に

用いられるパンは、清潔でなければなりません。そ

れを清潔な状態で届けられるのは、自分の作った紙

あればこそであります。その時に、自分は悟るとこ

ろがあったというのであります。要するに、紙を作

って商っていることは同じであります。現象的には

変わりません。それを、どの視点でとらえるかによ

って覚悟が違ってくるのであります。これが大事な

ところであって、職業奉仕というのは、まさにこの

考え方であります。また、例えば、医師が診察する

場合に、沢山の患者が来ているのを見て、自分の収

入が増える、と考えるのでは問題になりません。そ

うではなくて、自分が大学以来勉強した知恵をもっ

第１Ｇ 市川 　　41(3) 第６G 館山 46（4)
第２Ｇ 舩橋 　　30(0) 第６G 鴨川 34(5)
第２Ｇ 舩橋西 　　39(7) 第６G 勝浦 46(6)
第1G 市川東 　　42(2) 第６G 千倉 ４（２）
第１G 市川南     23(2) 第５G 富津中央 37（4)
第２Ｇ 舩橋東 　　30(2) 第６G 鋸南 15（２）
第２Ｇ 舩橋南 　　13(1) 第５G 富津シティー 14(1)
第１G 浦安 　　42(1) 第６G 館山ベイ 24（0)
第１G 市川シビック 　　34(0) 計 ８クラブ 220（24）
第２Ｇ 舩橋みなと 　　19（4) 第７G 茂原 60(4)
第１G 浦安ベイ 　　15(0) 第７G 東金 20(1)
計 11クラブ 328（22) 第７G 大原 10(1)
第13G 松戸 　　59（0) 第７G 大多喜 5(1)
第14G 流山 　　14（3) 第７G 成田空港南 32(0)
第13G 松戸東 　　49（0) 第７G 茂原中央 22(2)
第２Ｇ 鎌ヶ谷 　　30（2) 第７G 大網 29（１）
第13G 松戸北 　　33（0) 第７G 東金ビュー 16(1)
第13G 松戸中央 　　42（7) 計 ８クラブ 194(11)
第13G 松戸西 　　30（0) 第8G 銚子 39(3)
第14G 流山中央 　　22（2) 第９G 佐原 49(0)
計 ８クラブ 279（14) 第8G 旭 43(4)
第３G 千葉 　102（5) 第8G 八日市場 38(3)
第３G 新千葉 　　55(0) 第9G 小見川 27(0)
第３G 千葉西 　　51（4) 第８G 銚子東 33(2)
第３G 千葉中央 　　26（0) 第9G 佐原香取 24(1)
第４G 千葉港 　　25（4) 計 ７クラブ 253（13)
第３G 千葉幕張 　　37（4) 第10G 成田 64(4)
第３G 千葉東 　　30（2) 第10G 八街 30(3)
第３G 千葉若潮 　　32（1) 第10G 印西 16（1)
計 ８クラブ 358(20) 第９G 多古 16(0)
第12G 習志野 　　26(1) 第10G 白井 12(1)
第４G 千葉南 　　47(7) 第10G 冨里 30(0)
第12G 八千代 　　52(0) 第10G 成田ｺｽﾓ 71(0)
第12G 佐倉 　　38(3) 計 ７クラブ 239(9)
第12G 八千代中央 　　23(1) 第14G 野田 54(6)
第12G 四街道 　　28(4) 第11G 柏 66(10)
第12G 習志野中央 　　50(5) 第11G 我孫子 32(3)
第12G 佐倉中央 　　23(5) 第11G 柏西 64(3)
第４G 千葉北 　　30(4) 第11G 柏東 41(8)
第４G 千葉緑 　　21(1) 第14G 野田東 18(0)
計 10クラブ 338（31） 第11G 柏南 41（９）
第５G 木更津 　　31（5) 第14G 野田CNTRL 25(1)
第５G 上総 　　15(0) 計 ８クラブ 341(40)

第４G 市原 　　52(4)
第５G 木更津東 　　46(5)
第４G 市原中央 　　47(1)
第５G 君津 　　58（5)
第５G 袖ヶ浦 　　25(4)
計 ７クラブ 274（24)

                   2021年7月１日施行ＲＩＤ2790新グループ構成　　　　　添付１－(1)

第１G

第２G

第３G

第４G

第５G

新グループ （現G) クラブ名
会員数
（女性）

地域新グループ （現Ｇ） クラブ名
会員数
（女性）

地域

西
　
部
　
地
　
域

中
　
部
　
地
　
域

南
　
部
　
地
　
域

南
　
部
　
地
　
域

（
続
き

）

北
　
部
　
地
　
域

第６G

第７G

第８G

第９G

第10G



4 

 

て、地域医療のためにどこまで潤すことができる

か、と考えることによって、職業＝奉仕という考え

方になるのであります。診察という行為は同じだ

が、考え方が違うのであります。そして、それが結

局、職業を栄えさせることになるとロータリーは説

くのであります。要するに、職業を現象と見る限

り、やっている事は同じだが、その考え方を変える

とロータリーが提唱している職業奉仕の世界に入っ

て来る、とありました。 

 これから 1 年間、地区とクラブの橋渡し役として

微力でありますが、皆様方からのご支援、ご協力を

仰ぎながら努めて参りますので、宇之沢会長、鈴木

幹事のこれからのご活躍をお祈り申し上げ、就任の

挨拶といたします。 

 

◇第 8 グループガバナー補佐幹事挨拶 

鈴木勝也ガバナー補佐幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。本年度、ガバナー補佐幹事を

仰せつかりました鈴木です。2015 年に入会させて

頂き 5 年少々でこのような大役を仰せつかってよい

のかと思っております。大塚ガバナー補佐のお手伝

いをさせていただいておりますが、複雑で良く分か

らないというのが本音でありまして、手探りのやっ

ている状態です。前回の鈴木勝彦さん当時の資料な

どをみてやっております。右も左もわかりませんが

今年 1 年やらせて頂きます。宜しくお願い致しま

す。 

 閔 鉉基ガバナー補佐幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

当初、大塚さんからガバナー補佐幹事を受けてくれ

ないかとの連絡があり、続けられるかわからないの

に良いのか？との思いがありましたが、引き受けま

した。私は鈴木勝也さんより 5 年ほど先輩になりま

すが、鈴木さんの方が良く分かっていて、先程右も

左もわからないとおっしゃっていましたが、よくわ

かっていらっしゃいます。いつも送られくる資料を

みるとよく研究されているなと思います。私も微力

ながらやらせて頂きます。宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇鈴木 勝彦君 大塚 G 補佐ご健闘を祈ります 

◇大塚 榮一君 1 年間第８ｸﾞﾙｰﾌﾟご協力をお願い

します 

◇小川不二夫君 大塚 G 補佐出席ご苦労様です 

◇宇之沢文夫君 出席ご苦労様です 

◇川口 京子君 出席ご苦労様です 

        大塚 G 補佐宜しくお願い致します 

◇閔  鉉基君 大塚 G 補佐宜しくお願い致します 

◇菱木 智仁君 DVD をいただいて 

◇鵜澤 宜広君 １年間宜しくお願い致します 

◇鈴木 淳一君 出席ご苦労様です 

        DVD をいただいて 
 

１８，０００円 

累 計  ６７，０００円 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎出席免除者数 6名 

 

〇点  鐘  宇之沢文夫会長 

 

🌸本日のお弁当🌸 

 

「ブリッジ」 

 

 

 

項 目 会員総数 出席数 出席率％ 

本日 

7/14 

 

39名 

 

24名 

 

67％ 

前回 

7/7 

 

39名 

 

29名 

 

82％ 

ニコニコ BOX 報告 ・・・鈴木淳一親睦委員長 

出席状況報告 ・・・伊場寛人出席委員 


