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第2400回 2015年11月25日例会報告
【出席報告】
例会
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SAA 伊藤 武雄

【会長挨拶】

会長 西村 清
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・ 出席免除会員 １0名 ）
通算出席率 91.49%

11/11メーキャップ8名・高橋・槍木・木村・荒木・門倉
・近藤・笹川・西村頼

点

鐘

ソ ン グ

会長

今日は朝からグット冷え込み、いよいよ冬らしく、また
札幌ではかなりの積雪のニュースも飛び込んでまいりま
した。
先週は櫻木ｶﾞﾊﾞﾅｰの訪問もお陰様で無事に終了し、
また産業まつりでの出店も全ての商品が完売で、相当
の寄付もできる事になりました。皆さんのご苦労とともに、
感謝申し上げます。

西村 清

奉仕の理想

【ニコニコボックス】

さて櫻木ｶﾞﾊﾞﾅｰからは認証状のサインの由来や、クラ
ブの定款と細則の変更についての違いを改めて学び
ました。お帰り際には、「西村さん、歴史ある立派なクラ
ブで、ありがとう」と次の訪問地に向かわれたこともご報
告もうしあげます。
なお50周年記念事業の､八街市への防犯カメラ寄贈
は、12月1日に会長、幹事、小川委員長にて八街市北
村市長に目録をお届けに参ります。
最期になりましたが、世界では一神教の皆さんが、十
字軍の昔に戻せと欧米でのテロ。これに対しては「戦争
状態」と厳しい状況が毎日続いております。せめて「寛
容と忍耐」の気持ちで、平和が回復されることを望みま
すが、今の日本の現状では即効薬はないように思いま
す。

◇ガバナー訪問、無事終わりました。
西村 清会長
◇産業まつり、お世話になりました。
原 弘行会員
◇私の関係の高校が２１世紀わくに選ばれました。
もしかすると・・・！
荒木 由光会員
◇亡き父の葬儀に際し、いろいろとお心遣い頂き
まして有難うございました。お陰様で無事とど
こおりなく故人を見送ることが出来ました。
本当にありがとうございました。 近藤 雅夫会員
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テロといえば首都東京で、一神教といえるオウム真理
教が武器の保持もあるなかで、化学兵器で命を奪っ
たことを忘れてはならないと思います。
平和で心地よい社会がさらに作り上げられるよう、
ロータリーの場でも臨まれることと思います。

【幹事報告】

【年次総会予告】

会長エレクト 鎌形 芳法

幹事 福田 守
12月第１例会にて年次総会を行います。
よろしくお願いいたします。

【平成27年度八街市産業まつりの報告】
社会奉仕委員会委員長 原 弘行

◎RYLA（ライラ）委員会よりセミナーのお礼状
◎習志野中央RC創立３０周年記念式典のご案内
日時：2016年2月13日（土）13時30より
会場：ホテルニューオータニ幕張
◎受贈週報
・印西RC

去る、22日（日）八街中学校で開催されました産業ま
つり、チャリティーバザーについて報告いたします。
当日はバザー出品物を7時半会場に搬入し、11時半
集合（21名が参加）、12時に販売開始いたしました。約
1時間で出品物は完売いたしました。売り上げは
56,400円、また会場設置の看板は荒木会員から、西
村会長から参加者全員に野菜の提供をいただきまし
た。ご協力ありがとうございました。
なお、今回の売り上げと出品出来なかった会員から
の寄付金25,000円と8月に開催された野菜の売り上げ
40,900円、合計122,300円について、12月開催の理事
会に諮り、恒例になっておりますＮＨＫ歳末たすけあ
い、八街市社会福祉協議会等に寄付をさせていただ
くことになります。

・成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝRC

八街RC・12月例会スケジュール
12月 2日（水） 理事会 ・年次総会
12月 9日（水） 通常例会
12月16日（水） 夜間移動例会（五番）18時点鐘
12月23日（水） 祝日休会
12月30日（水） 休

【お知らせ】

会

50周年実行委員長

小川 嘉一

本日例会終了後、50周年記念事業委員会を
開きますので、各委員長は出席お願いします。
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【地区ＲＬＩパートⅡ参加報告】
クラブ研修リーダー

原 弘行

地区ＲＬＩ実行委員会主催のプログラムパートⅡが
21日（土）、千葉県青少年女性会館で開催され参加
いたしました。
当日、スタッフは8:30集合ミーティング、開講式が
9:20から櫻木ガバナーの挨拶等セレモニーのあと参
加者は４～５名、６グループに分かれ午前中２時限、
午後４時現計６時限、閉講式が16：30から山田研修
リーダーの挨拶等があり17時に終了いたしました。
私はセッション6のうち１のセッション「戦略計画とク
ラブの計画」を4時限と6時限をＤＬとして担当いたし
ました。
参加者は登録会員数33名地区外からは埼玉・越
谷南ＲＣから1名、9分区から成田5名、白井2名、成田
コスモポリタン1名です。八街からも次年度は是非ご
参加いただければと思います。

【第39回 ＲＹＬＡ参加報告】
（ﾛｰﾀﾘｰ青少年指導者養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）
青少年奉仕委員長 木村 利晴

青少年奉仕委員長の木村です。
11月14日（土）～15日（日）1泊2日の日程で船橋市
立一宮少年自然の家に、ＲＹＬＡｾﾐﾅｰ参加のため
行って参りました。
参加者は、ﾛｰﾀｰｱｸﾄ､ｲﾝﾀｰｱｸﾄ､青少年交換留学
生、米山奨学生及び会員子弟とﾛｰﾀﾘｱﾝです。
八街ＲＣからの参加は、私と事務局の松原さんのお
嬢さんとお友達との三人で参加してまいりました。初
めての参加でしたので、どのようなｾﾐﾅｰなのか、ﾊﾗﾊ
ﾗ､ﾄﾞｷﾄﾞｷしながら行ってまいりました。少々早めに会
場に着きましたので、9時からの登録受付には余裕を
持ってできました。
研修ｽｹｼﾞｭｰﾙは、10：00から開校式、10：30から
12：00まで研修で、歩行ﾗﾘｰについての説明があり、
歩行ﾗﾘｰの研究、対策について各グループごとに話
合いました。ｸﾞﾙｰﾌﾟは、Ａ班、Ｂ班に分かれ、
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それぞれ4ﾁｰﾑで、10人編成のﾁｰﾑが8ﾁｰﾑでき、ﾛｰﾀ
ﾘｱﾝを入れた3人ﾍﾟｱｰが2組と青少年だけの2人ﾍﾟｱｰ
が2組つくられました。この後、食事をし、12：45～13：
00迄体育館にて歩行ﾗﾘｰの注意事項の説明があり、
いよいよ13：00より各ﾍﾟｱｰごとに出発です。
出発点でｺﾏ図を渡され、この時、次のﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄま
での到達時間指令をうけｽﾀｰﾄします。
私は、高校3年生の男子と今年大学を卒業した韓国
女性と3人ﾍﾟｱｰで、高校3年生をﾘｰﾀﾞｰとしてｳォｰｸﾗ
ﾘｰに臨みました。ｺﾏ図の矢印に従い曲がる目印を探
し進みました。2つ目まで目印は判明しましたが、曲が
り角を間違えﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄに1つも辿りつかずﾀｲﾑｵｰ
ﾊﾞｰの勧告をうけ、原点に戻り、何とか最初のﾁｪｯｸﾎﾟｲ
ﾝﾄだけは見つけ宿舎に帰りました。ｽﾀｰﾄから2時間30
分以上経過、しかも、焦りと解らないｲﾗｲﾗもあり、初日
は大変疲れたｳォｰｸﾗﾘｰでした。
この後、2回目の研修があり、事実と再現の調査・検
証項目の検討を行い、ｺﾏ図の解析、意味のある表現
記号を理解し合いました。17：30～19：30までに食事、
入浴を済ませ19：30～21：30まで基調講演及び第1回
成績発表があり、我がﾍﾟｱｰは減点‐1000点で31ﾍﾟｱｰ
中28位でした。最下位ﾍﾟｱｰは-1007点でした。みんな
で、ﾘﾍﾞﾝｼﾞを誓い、眠りにつきました。
2日目は、ｺﾏ図をしっかり解析して臨みましたので、
面白いように記号が解明され、順調にﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄにた
どり着きました。全ﾍﾟｱｰが走破しました。2日目の成績
発表の結果では、松原さんのお嬢さんのﾍﾟｱｰがﾍﾟｱｰ
とﾁｰﾑ両方とも2位に入り優秀でした。特別賞で向上
率が高かったﾍﾟｱｰ､ﾁｰﾑにも賞が頂け、松原さんのお
嬢さんのお友達の大塚さんもﾍﾟｱｰとﾁｰﾑが3位となり
賞品を貰って帰りました。我がﾍﾟｱｰはなんと、ﾍﾟｱｰ､
ﾁｰﾑとも向上率1位で賞品（ぬいぐるみ）を2つ頂きまし
た。
青少年の皆さんと一緒に、同じ目的をもって行動す
るということは、中々体験できることではないので、非
常に良い経験をさせて頂きました。みんなと、気持ちを
ひとつにして、記号の解明をしながらのｳｵｰｸﾗﾘｰ新鮮
な気持ちで、多くの気づきを頂いた2日間でした。有難
うございました。

【委員会報告】
国際奉仕委員長

大会参加の折に、樋渡さんのお供で、シャロンさん宅
にホームステイをさせて頂きました。シャロンさん（米
国仲裁裁定員）ロジャーさん（弁護士）ご夫妻の偉大
なお人柄に接し、深い感銘を受けた事を思い出され
ます。又、東日本大震災の折にはラ・クロスＲＣの皆さ
んや、地元小学校の生徒さんから多額の義援金を送
金して頂きました。
その後、シャロンさんは体調も回復され仕事に復帰さ
れたとの報を礼状と共に頂きました。

槍木 勝典

・国際大会参加者について
ソウルＲＩ国際大会への参加者は１０名になりました。
５月２８日～３０日までの３日間 ４名
５月２６日～３１日までの６日間 ６名
現在以上の参加予定です。
次年度は米国アトランタ
次次回はカナダ トロント
の予定です。隣国でロータリアンとして貴重な体験、
更なる参加をお待ちします。

当八街ＲＣとして、海外クラブとの長い交流をして頂
いております、米ウィスコンシン州、ラ・クロスＲＣ所属
のシャロン・アイムスさんが体調を崩され入院されたと
の報に接し、当クラブとして、そして有志一同としてお
見舞いの品をお送りしました。
シャロン・アイムスさんとは、樋渡さんが地区ＲＳＥ
（GroupStudyExchenge）の委員長をされていた２０年
前からの長い交流になります。私もソルトレイクRI国際

八街市産業まつり （11月22日）

広報・ＩＴ委員会／ 樋渡 琢也 ・ 糸久仁一 ・ 萬来謙一
4

