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第2397回 2015年11月4日例会報告
【出席報告】

SAA 荒木 由光

◇結婚記念日・高橋宏一会員・鎌形芳法会員
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◇ガバナー補佐を歓迎して
◇八街神社例祭無事終了

93.10

・ 出席免除会員 １0名 ）
通算出席率 91.4%

【会長挨拶】

西村 清会長
大野 眞里会員
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第２７９０地区第９分区
ガバナー補佐 伊藤 仁様
（白井ＲＣ）

御天気はいよいよ秋から冬らしくなりました。昨日はメ
ンバーでもある大野さんが宮司を務める八街神社の例
大祭が市長、県議列席のなか無事に執り行われ、今週
末は賑わい行事として市内を複数の山車が踊りとともに
巡航いたします。 私も神社の名誉総代をお受けして
10年以上の月日がたちましたが、我が家ではロータリー
の活動と共に大事な年中行事であります。
さて今週はこの後ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐のお話、クラブ協議会と
数多くの方が登壇されますので、短く終わらせます。
成田空港南ロータリークラブ50周年記念式典祝賀会
のご報告は先日、実物の引き出物やパンフレットも込み
で、五月みどりショーの長時間ぶりであったこともご報告
いたしました。つづいて今日は私達の記念行事の一環
とした9分区ゴルフ大会が10月22日に市内千葉バーデ
イクラブで無事に執り行われました。

【ニコニコボックス】

◇本人誕生日・亦平 力会員 ・萬来 謙一会員
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約50名のプレーヤーと我がクラブから数名のお手伝
い、さらに名誉会員でもある八街北村市長も自らご提
供いただけた優勝カップを持参して懇親会に参
加されました。優勝は印西の仲田さん、団体は成田コ
スモが栄誉を勝ち取られました。わが八街クラブは「お
もてなし」に徹したことを、ご報告申し上げます。
今日は冒頭に申し上げましたとおり、これにてお話
は終了し、毎週最後にしております時事放談は改めて
させていただく事にいたします。
どうもありがとうございます。

【理事会報告】

6.創立50周年記念事業実行委員会開催について
(小川実行委員長） 11月25日例会終了後開催
記念品決定 防犯カメラ設置と市長への目録贈呈に
ついて決定
7.継続審議 ロータリー財団100％ポールハリスフェロー
認定について
山本財団委員長におまかせ 50周年事業として
なるべく達成したい
8.米山記念奨学会留学生とカウンセラーとの交流会の
費用負担について
*半額クラブ負担とする

幹事 福田 守 【幹事報告】

幹事 福田 守

◎八街市社会福祉大会のご案内
日時：平成27年11月26日（木）13時～
場所：中央公民館
◎事務局員研修会のお知らせ
日時：平成27年12月10日（木）12時～
場所：菊屋（成田）
◎例会変更のお知らせ
≪報告事項≫
＜印西ＲＣ＞
1.会計報告
11月25日（水）→印西文化ホール（Ｇ公式訪問）
2.成田空港南ロータリークラブ創立50周年記念式典・
＜白井ＲＣ＞11月23日（月）→祝日休会
祝賀会（10/15）報告
（成田ビューホテル）
西村・小川・高橋・福田4名出席
3.八街ロータリークラブ創立50周年記念第9分区親睦 【年次総会予告】
会長エレクト 鎌形 芳法
ゴルフ大会（10/22）報告（千葉バーディクラブ）
47名参加 親睦委員他6名出席 市長出席
4.第4回第9分区会長幹事会について
11月21日（土） P.M.6：00～(花季)幹事クラブ印西
5.その他

≪審議事項≫
1.本日のガバナー補佐訪問及びクラブ協議会開催に
ついて確認
来月の第１例会、12月２日（水）に年次総会を
例会時ガバナー補佐挨拶 挨拶終了後クラブ協
行いますのでよろしくお願いいたします。
議会開催
2.11月18日ガバナー公式訪問時の対応について確認
*活動計画書持参
【委 嘱 状】
クラブ協議会はガバナー事務所の要望の通り
3.11月22日（日）八街産業まつりについて詳細確認
（原社会奉仕委員長）
バザー品をなるべく多くお願いしたい 11／11値付け
当日11：30集合12:00開始
*紙袋があったら持ってきてほしい
4.第36回八街市社会福祉大会参加要請について
11月26日（木）13：00～16：00 会長出席
（一般出席も可）
5.年次総会の予告並びに役員及び理事候補者に
原 弘行会員が2015－16年度、国際ロータリー
ついて・指名委員会設置について
第2790地区のＲＬＩ推進委員会 委員に選ばれ
本日予告 12月2日（水）年次総会
ました。西村会長より委嘱状が手渡されました。
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【ご 挨 拶】

※趣味の仲間
※取引銀行へ紹介依頼など、いくつかの項目は有りま
すが、創立50周年の式典にあわせて、ご来賓名簿も
近々に発表されると思われますので、記念式典の前後
に合わせ、入会参加を呼びかけてみたいと思います。
ご指導をよろしくお願い致します。

第９分区ガバナー補佐
伊藤 仁様

＜管理運営委員会＞

委員長 萬来 謙一

みなさんこんにちは、本日はガバナー公式訪問の2週
間前に行わなければならない補佐訪問です。再来週に
行われるガバナー公式訪問がスムーズに行われる様
にするためと、貴クラブの状況を把握しガバナーに報告
しなければならない役目がありますのでよろしくお願い
します。

クラブ協議会
＜会員増強委員会＞

今年度の地区行動目標は「原点を知り、考える」です。
ロータリアンとしての意識や行動、認識、規律などを糺
しクラブ定款，細則を遵守することや活動面における
考え方、規律など最低守らなければならないことを周
知していきたいと思います。
地区研修委員会作成の「ロータリーを理解しよう」と
いう冊子は八街クラブではロータリー歴の浅い会員に
配られましたが、すべての会員がロータリーを考えると
き有効な教材であり地区のホームページにも掲載され
ていますので、ぜひ読んでいただきたいと思います。
また、地区管理運営委員会ではホームページにクラブ
相談窓口があります。先日「親睦活動」についての地
区管理運営委員会の回答を紹介しました。その他にも
クラブ相談窓口に寄せられた案件を機会を見て紹介
していきたいと思います。

司会 幹事 福田 守

委員長 亦平 力

8月22日（土） オークラ千葉ホテルで開催された、会
員増強・退会防止セミナープログラムの内容説明を会
員の方々にお話をさせていただきました。
委員長 平野 雅敏
現在、2790地区では、84クラブ 会員約2760名であり ＜職業奉仕委員会＞
ます。3000名を目指すには平均1クラブ純増3名の会員
増強が必要であります。現状を維持しながら目標を達
するには現会員の総力体制が必要と思われますので、
ご協力をお願いしているところでございます。
呼びかけの第一義としてロータリーとは ・・・自分を磨き
人を育て、時には慈善行為、ボランティア活動などを行
う世界的な団体です。
ロータリーの目的とは
自らの職業を通じて社会に対して奉仕活動を行って
奉仕の第二部門である職業奉仕は各事業の道徳的
いくなかで、自分自身を磨くことであると言えます。
水準を高め､品位ある業務はすべてに尊重されるべき
◎増強するための方法として「会員増強・退会防止委
であるという認識を深め、あらゆる職業に携わる中で
員会」の取組み提案。
「奉仕の理想を生かしていくという目的を持つものであ
※元会員及び元会員所属企業、団体の後継者への呼
る」と言われています。
びかけ
又、職業奉仕はあくまで、個人奉仕であると思います。
※女性会員入会への積極的呼びかけ
すなわち、取引をするためには相手がある事です。相
※外国人会員の入会促進（元米山等）
手に対していかに満足してもらえるか、又感謝される
※卓話者等の入会
かの上で、自身も利益があれば、お互いの信頼、信用
※体験入会の実施
につながると共により良い人間関係を築き上げると思
※友人、知人の「つて」
います。
※会社の取引先
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ですから奉仕の理想、四つのテスト、「真実かどうか」
「みんなに公平か」「好意と友情を深めるか」「みんなの
ためになるかどうか｣、この四つを肝に命じ、ロータリー
の会員全員が理解し原点に帰り、一つ、一つ実践して
いけば職業奉仕の理想になると思います。

＜社会奉仕委員会＞

委員長 原 弘行

RYLAの活動には、まだ一度も参加したことがありませ
んでした。
今年は、事務局の松原さんのお嬢さんがお友達と二
人で参加して頂けるとのことですので、私も青少年奉仕
委員として同行させて頂きます。一泊二日の日程で、一
宮に行って参ります。今から、楽しみにしております。
これからも、諸活動を通して青少年の模範となれる様、
努めてまいります。皆様のご指導、ご協力宜しくお願い
申し上げます。

＜国際奉仕委員会＞

ロータリーにおける社会奉仕の原則はクラブ所在地、
行政地域内に住む人々の質を高めること定義されて
います。つきましては八街市社会福祉協議会と連絡
を密にして進めてまいります。
具体的には、8月に開催される「八街ふれあい夏ま
つり」11月「八街市産業まつり」に協賛し売上金を社
会福祉協議会を通し日赤、歳末助け合いへの助成
及び市内小中学生の標語・ポスター作品・結婚50周
年に協賛等のボランティア活動を推進いたします。

＜青少年奉仕委員会＞

委員長 木村 利晴

青少年奉仕委員長の木村です。
ロータリーの青少年奉仕は、「各ロータリアンは青少
年の模範」とあります。まず己を慎んで青少年指導の
資格を養うことが第一です。活動と致しましては、年
次会議、年次大会の出席、参加をしております。
尚、八街ロータリーは、西村理事長、校長先生のご
理解、ご協力を頂き千葉黎明高校にインターアクトク
ラブを持つホストクラブでも有ります。今年は、海外研
修に行く生徒はおりませんでしたが、来年は参加して
頂きたいと思っております。
そして、今年はRYLAの活動に参加する予定です。

委員長 槍木 勝典

国境を越えての奉仕活動を通じて、ロータリーライフ
を会員の皆さん共々楽しんできましたが、今後も引き続
き楽しんでいきたいと考えております。
昨年度、念願の友好クラブ締結を済ませた、台湾、
台北芝山クラブの皆様には、当クラブ50周年記念事業
に，大勢の参加が見込まれます。これを機に大いに親
交を深めると共に、両クラブ協同でのグローバル補助金
活用の懸案も、一歩前に進めたいと思います。
2016年、ソウル国際大会には予定も含めて10名の参
加を見込んでいます。大会ホストホスピタリテ イナイトに
おいては、台北芝山クラブ、フィリピン、ダウンタウン、ダ
バオクラブほか海外クラブのメンバーとの再会も楽しみ
にしています。2017年アトランタ、2018年トロント大会も
参加の要望をお聞きしています。
昨年度から引き続き、米山奨学生リーンさんを世話ク
ラブとしてお引き受けしています。優秀な学生で会員の
皆さんとの交流も深まり、成長の跡が見てとれます。リー
ンさんのご両親から、お世話になっている娘に対するお
礼に、「会員の皆さんベトナムにお出で下さい。」とのお
招きを頂き、8月には有志で彼女のふる里、70万都市、
サムソン市を訪問しました。ご両親及び一族、サムソン
市長はじめ高官とのディナーパーティーに招かれ、親
交を深めてきました。同市は進行中の大きなリゾート開
発事業も年内には完成することも有り、又、今回参加出
来なかった会員からのリクエストも有り、年明けに再訪の
計画も考慮中です。こちらの寒い時期でもサムソン市は
海と川に囲まれた温暖な地です。
リゾート開発の整ったリーンさんのふる里再訪は如何
でしょうか？

広報・ＩＴ委員会／ 樋渡 琢也 ・ 糸久仁一 ・ 萬来謙一
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