
 

 

THE WEEKLY NEWS OF FYTTSU CITY 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2790 ORGANEZED：Nov.20.1991 

国際ロータリー第 2790 地区 富津シティロータリークラブ 創立 1991/11/20 RI 承認 1992/1/13 

  例会場：日本製鉄技術開発本部（富津クラブ）千葉県富津市新富 20-1 例会日：毎週水曜日 12：30～13：30 最終 18：00～19：00 

 

2020-21 年度 第 2790 地区 

ガバナー 漆原 節子（勝浦 RC）  第 5 グループガバナー補佐 窪田  謙 （富津シティ RC） 

富津シティ RC 会長 渡邉  敏   副会長 小倉 博人   幹事 宮﨑 晴幸   SAA 伊藤 充教 

 

通算 1358 例会 2020 年 11 月 20 日（金） 

 

2 クラブ（富津シティ RC、木更津東 RC）合同ガバナー公式訪問 例会（進行：富津シティ RC SAA 伊藤 充教） 

【開会点鐘】富津シティ RC 会長 渡邉 敏 

 

【国歌斉唱】「君が代」 

【ロータリーソング】「奉仕の理想」 

 

【ご来訪ロータリアンのご紹介】富津シティ RC 渡邉会長 

国際ロータリー第 2790 地区 ガバナー 漆原 摂子 様 

国際ロータリー第 2790 地区 ガバナー補佐 窪田 謙  様 

国際ロータリー第 2790 地区 地区幹事 水嶋 陽子 様 

国際ロータリー第 2790 地区 地区大会総括委員長 牧野 利美 様 

国際ロータリー第 2790 地区 地区大会実行副委員長 西崎 和治 様 

国際ロータリー第 2790 地区 国際大会参加推進委員 中村 吉政 様 

 

【会長挨拶】 

富津シティ RC 会長 渡邉 敏 

木更津東 RC  会長 松岡 邦佳 

ガバナー補佐     窪田 謙 様 

 

【例会アワー／ガバナー卓話】国際ロータリー第 2790 地区 ガバナー 漆原 節子 様 講話 

1. RI 理事会 今年度強調事項 

①新型コロナパンデミックに対する奉仕活動への取り組み。 

②会員維持に努める。 

③オンラインミーティングに馴染もう。 

＊7 つ目の重点分野「環境の保全」（2021 年 7 月 1 日より実施） 

2. 国際ロータリーのテーマ 

Rotary Opens Opportunities ロータリーは機会の扉を開く 

＊厳しい状況下だからこそ、今までになかった機会の扉にチャレンジ、 

ロータリーにおいては変革のときであり、未来に備えられるように。 

＊扉の向こうの様々な機会・チャンスを求めて、個人でもクラブ単位でも、 

そのような扉をどんどん開いてゆきましょう。 

3. クナーク会長からの公式訪問でのメッセージ（2020 年 1 月発表） 

①新しい革新的なクラブモデルを作りましょう。 

②すべてのクラブは戦略計画を持ちましょう。 

 

 



③新会員を慎重に選びましょう。 

④10 月の世界ポリオデーに合わせたイベントを。 

4. 地区活動方針 

地区スローガン「クラブが主役となり、奉仕の理念の実践を！」 

RI の 4 つの行動計画「より大きなインパクトを与える」「参加者の基盤を広げる」 

「参加者の積極的なかかわりを促す」「適応力を高める」 

5. 不変の基本理念 

ロータリーの目的  4 つのテスト  5 大奉仕部門 

5 つの中核的価値観（奉仕・親睦・高潔性・多様性・リーダーシップ） 

ロータリーのビジョン声明「私たちは、世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、 

持続可能なよい変化を生むために、人びとが手をとりあって行動する世界を目指します。」 

まずは自分自身を大切に、そしてあらゆる場面で役立つような人間に。 

以 上 

 

【閉会点鐘】富津シティ RC 会長 渡邉 敏 

 

【写真撮影】木更津東 RC、富津シティ RC 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 クラブ（富津シティ RC、木更津東 RC）合同ガバナー公式訪問 協議会（進行：富津シティ RC 幹事 宮﨑 晴幸） 

【開会宣言】木更津東 RC 幹事 近藤 直弘 

 

【趣旨説明】富津シティ RC 会長 渡邉 敏 

1. クラブの戦略計画について 

2. クラブの利点、欠点 

3. 私のロータリーモーメント（心に残るロータリー体験） 

発表者：木更津東 RC  渡邉 慎司 会員 

吉田 和義 会員 

富津シティ RC 立石 泰之 会員 

 

「心に残るロータリー体験」立石会員 

富津シティロータリークラブに入会させて頂きまして多くの事を学ばせて頂きましたが国際奉仕事業として

行っていますベトナムの児童養護施設・ホアビン社会福祉センターの子供たちに文房具品等を贈る活動をお話さ

せて頂きます。この事業は、国際ロータリー（RI）の６つの重点分野の一つ、「基本的教育と識字率向上」の分

野で貢献できる国際奉仕事業になるため昨年度で 5 度目となります。この施設では、両親がおらず身寄りのない

小さな子供やお年寄りまでを養育並びに保護をしています。奉仕活動は私どもの自己満足で終わりがちにならな

いように支援対象になります施設に住む人達と職員の皆様に少しでも喜んでもらえる事を最大の課題としてい

ます。子供たちが熱心に文房具で文字を書いている姿、笑顔で無邪気にはしゃぐ姿をみるとそれまでの準備の苦

労も忘れ胸が熱くなります。文房具の他に「折り紙」や参加会員の御家族が手作りして作成した「お手玉」がと

ても喜ばれていた事がとても印象に残っています。この活動を通して国際奉仕事業の素晴らしさを改めて感じま

した。未来のために貢献できる喜び、加えて現地でサポートして頂いた現地法人の方たちが心から喜ぶ姿に、と

ても感動しました。奉仕の原点は 2020－21 年度「情報研修会」で諸岡靖彦パストガバナーが言っておりますが、

「誰かに善いことをしてあげたい！」「誰かに喜んでもらいたい！」その心だと思います。今年度は新型コロナ

 

 



ウイルスの為に活動はできませんが終息しましたら今後も現地の人達と連携を図りながら継続できたら素敵な

事だと思います。 

 

【講評】国際ロータリー第 2790 地区 ガバナー 漆原 節子 様 

 

【質疑応答】 

 

【閉会宣言】木更津東 RC 幹事 近藤 直弘 

 

 

【出席報告】 

 

 

 

 

以上 

区分 会員数 出席 欠席 Make up 出席率 

今回(11/20) 13 10 3 0 76.92％ 

前回(11/18) 13 10 3 0 76.92％ 

 


