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4/21 板倉 孝雄 幹事 
4/18（日）開催「談義の集い」大変有意義でし
た。 
 
小髙 徹 会員 
2021年5月12日、本日11人目の孫（女の子）
が元気良く生まれました。 
母子共に元気で生まれて来てくれた事に感謝致
します。 
又、誕生祝い頂きました。ありがとうございま
した。 

 

 
高野 祐二 会長 

 

皆様こんにちは。本日１０回目の理事会が開催されました。 

理事会の報告がありますので会長挨拶は簡単にさせていただきます。５月

に入り、私どもの年度も残すとこ２か月を切りました。例会の回数も本日

を入れて残り５回となりました。昨年から続いております新型コロナとの

戦いもいまだ先の見えない状況であります。大網白里市におきましては５

月１０日現在１３２名の感染者数となっております。５月に入ってからは、

１１名となっており、やや感染者数が増えてきております。ワクチン接種

に関しては、市のホームページによりますと６月中旬からとなっておりま

す。それまでは十分気をつけた行動をお願いいたします。 

 ５月９日に地区大会が無観客開催で行われ、YouTubuにて動画配信され

ました。こちらにつきましては、パソコン・スマホで視聴することができますので、時間のある方は

是非ご覧になっていただければと思います。 

 最後に、今年度私が行っている寄付金活動ですが、２０万円の目標まであと少しとなっております。

是非ご協力をお願いいたします。こちらについては、次年度の米山・財団の基金に充てたいと思って

おりますのでよろしくお願いいたします。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ニルシカさんへ5月分の奨学金が会長よ 小髙  徹 会員  S34（1959）5.10 
り手渡されました。          花澤 正明 会員  S38（1963）5.28 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ひまわり協賛金 吉原 久男 会員へ   子ども食堂支援金 大越 将司 会員へ  

例会日 5月12日 コロナ禍の為休会 

会員数 30 30 

出 席 18 0 

欠 席 12 0 

ＭＵ 0 0 

免 除 4 5 

出席率 73.33 0 
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会長挨拶 

奨学金授与式・5 月誕生祝い 

ひまわり協賛金・子ども食堂 支援金 授与式 



 

 

四之宮 由己 会員 

 

 

 

板倉 孝雄 幹事 より 

 

1. 協議・報告事項 行事予定  

① 例会の開催要領について    

5月12日（水）、5/26（水） 12時開催  

場所：中部コミュニティセンター＜中部ＣＣ＞ 

昼食：例会後にお弁当を用意、配布します。 

※しばらくの間、中部ＣＣでは会食はできませ

ん。  

 

② 子ども食堂の支援について  

支援日 5月22日(土)（※5/12本日支給 3万） 

11/27(土)・1/22(土)・3/26(土)開催 

クラブより3万ずつ支援    

※次年度 12万の予算組み 

 

③ 親睦活動について   

6/24（木）大網ＲＣ親睦ゴルフ大会開催 

会場：季美の森カントリークラブ  

集合8時30分 スタート9時37分 4組 

 

④ ２０２２－２３年度ガバナー補佐候補者の

推薦について 

ガバナー補佐の選出（候補者です） 

当クラブ及び地区全クラブより推薦を求めてい

ます。 

現状の第7グループでの協議も可能としていま

す。 

※締め切り 2021年6月17日（推薦書・消印有

効） 

 

⑤ 各部報告  

     

2．＊第２７９０地区 セミナー会議等の予定＊  

 

① 5月 9日（日） 地区大会 YouTube動画

配信へ変更 12時30分より  

 

② 5月２１日（金） 第7グループ新旧会長幹

事会の案内  

開始：午前11時30分より 場所：蓬莱閣2階       

登録料： 無料 

出席者：高野会長 小倉次期会長 石田次期幹事  

  

※ ③次年度ガバナー公式訪問の予定  

１０月６日（水）午後１４時 単独開催  

第一水曜日：会場駐車場の確保 

茂原中央ＲＣ ８月３日（火）予定  

 

次回の理事会予定 ６月 ２日（水）１１時   
場所：中部コミュニティセンター 予定    

 

 

 

「会長エレクト研修セミナー配信動画」視聴 
 

ご紹介を頂きました、ガバナーエレクトの梶原 等
です。千葉ロータリークラブ所属です。 
本年7月より漆原ガバナーの後を引き継がせて頂き、
当地区のガバナーに就任させて頂く予定です。 
皆さんどうぞ宜しくお願いいたします。 
又、昨年度はガバナー補佐選出方法の件で地区大

会でも発言をさせて頂きましたが、その声は十分に
皆様には届かず選出手順等につきましては大きな混
乱を招いてしまいました。十分にお伝え出来なかっ

たことにつきましてはお詫びを申し上げますと共にご理解、ご協力を頂きました多くのロ
ータリアンの皆様には感謝申し上げます。 
さて、本日は２０２０～２１、漆原ガバナー年度の地区大会ですが従来の開催方法と異

なりましたが、オンライン配信で無事に開催出来ました事、心よりお喜び申し上げます。 
本大会の設営に関しまして、漆原ガバナーはじめ吉田理愛地区幹事長、磯野典正（いそ

の のりまさ）地区大会実行委員長と、もうじきファイナルを迎える漆原年度の成功を願っ
て最大の努力をされてこられましたホストクラブである、勝浦ＲＣの精鋭の皆さんの巧み
な連携により、見事に本日の地区大会が成功裏に終了されます事を改めて敬意と感謝を申
し上げます。 
本日の基調講演は、第2840地区より本田博己パストガバナ―による、地区やクラブの組

論のありかた、運営に関する具体的な内容など、今後地区やクラブの活性化に向けとても
為になる講演をいただきました。 
私も次年度の運営に向け本日の本田様から頂きましたお話をもう一度かみ砕き、私達2790
地区でもより良い運営が出来るように準備のまとめにかかって参りたいと思います。 
本田博巳様、本日は本当にありがとうございました。 
今年度を振り返りますと漆原ガバナーのご挨拶の中にもありましたように、当地区の初

の女性ガバナーとして、また地区の改革に真剣に取り組んだガバナーとして、各クラブへ
与えた影響はとても大きなものでありました。 
それはロータリーという組織を見直すにあたり各クラブ、そして各ロータリアン一人一人
が考えさせられる年であったと思います。 
会員の皆様におかれましては、コロナ禍という事もあり本来の実力を発揮するには、不十
分であったかもしれませんが、漆原ガバナーが気づかさせて下さったことは、今後地区を
担う立場の者として、その思いや本来なすべきことを正しく引継ぎ成し遂げて参りたいと
思います。 
ホルガー・クナーク会長の掲げられたテーマ ＲＯＴＡＲＹ ＯＰＥＮS ＯＰＰＯＲＴ

ＵＮＩＴＩＥＳ．「ロータリーは機会の扉を開く」ですが、地区の在り方を考える、クラブ
の在り方を考える、そういった意味では漆原ガバナーは私達に地区やクラブの方向性を示
唆され、色々な視点を持つ、一歩行動するという正に ＲＯＴＡＲＹ ＯＰＥＮS ＯＰＰ
ＯＲＴＵＮＩＴＩＥＳ 機会の扉を開くチャンスを与えて頂けたのかと思います。 
その事により私達は、今までのままで良かったのか、何かもっと見つけ出さなければいけ
ないものは無かったのか？ 今までの在り方、従来の既成概念から新たな扉を開く機会を示
して頂けました。 
漆原ガバナーがスローガンに掲げられたクラブが主役という言葉、この言葉にはクラブが
独創性を持ちクラブの特性を生かした柔軟性をもった活動を示唆されました。 
此処で各クラブはきっと一年前より一回りは成長をしているのだと思います。 
今年度のクラブ会長の皆さんこの一年を振り返って頂き、次年度に繋げて頂きたいと思い
ます。 
次年度のRI会長シェカールメータ会長エレクトは、ＳＥＲＶＥ ＴＯ ＣＨＡＮＧＥ Ｌ
ＩＶＥＳ“奉仕しようみんなの人生を豊かにするために”というテーマを掲げられました。 
各クラブの奉仕の扉は開いていますか？  
新しい世界へ向けて発信する準備は出来ていますか？ 
ロータリーの会長は一年ごとに代わりますが、ロータリークラブは毎年継続していきます。 
そしてリーダーが変わっても、クラブの方向性は常に同じ方向を向いていることでしょう。 
これはＲＩも地区も同じです、さあ各クラブの皆さん 新たに開かれた扉の向こうに、向
かってクラブが主役となり走り出してください。 
そしてその勢いで世界中の人々を幸せにするために、新たなチャレンジをされます様お祈
り申し上げます。 
結びに7月より就任させて頂きます２０２１－２２度も今年度に変わらぬご協力を頂けま
す様お願いいしましてガバナーエレクトとしてご挨拶とさせて頂きます。 
漆原ガバナー、吉田幹事長、本日は誠におめでとうございました。 
ご視聴の各クラブの皆様どうもありがとうございました。 

第 10 回 理 事 会 報 告  

 

地区大会 梶原エレクトガバナー挨拶 
ロータリー財団寄付者授与式  


