国際ロータリー第2790地区
The Rotary Club of Yachimata

八街ロータリークラブ週報
http://www.joy.hi-ho.ne.jp/yachimatarc/

例会場 八街商工会議所 ３階 大ホール
毎週水曜日 12:30～13:30
電 話 043‐443‐3021
FAX 043‐443‐7221
創立 1966年(昭和41年)5月22日

国際ロータリー会長

K.R.ラビンドラン
（スリランカ ・ COLOMBO RC）

会長 西村 清 ・ 会長エレクト 鎌形 芳法 ・ 副会長 萬来 謙一 ・ 幹事 福田 守

第2382回 2015年7月1日例会報告
【出席報告】

例会
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会員総数 36名
（ 内名誉会員 4名

・ 出席免除会員 １0名 ）
通算出席率 83.53%
＊6/17メーキャップ1名・西村会長（9分区ｺﾞﾙﾌ）

◇本人誕生日 ・福田 守幹事 ・門倉光正会員
点

鐘

会長 西村 清

斉

唱

君 が 代

ソ ン グ
お 客 様

◇奥様誕生日 ・原 弘行会員

ベトナム国歌

四つのテスト

◇一年間頑張ります。

西村 清会長

◇一年間よろしくお願いします。

福田 守幹事

◇一年間よろしくお願いします。
・萬来委員長（管理運営） ・荒木委員長(ＳＡＡ)
・高橋委員長（親睦・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）
・亦平委員長（増強） ・樋渡委員長（広報・ＩＴ）
・平野委員長（職業奉仕） ・原委員長（社会奉仕）
・槍木委員長（国際奉仕） ・木村委員長（青少年）
・山本委員長（Ｒ財団）

米山奨学生（千葉大学）
グェン ティ テュイ リーンさん

創立50周年
～ＳＴＡＲＴ～

◇ちょっといいことがありました。

高橋 宏一会員

◇高橋会員のおかげで我が家の木をﾌｪｲｽﾌﾞｯｸに
載せていただき、ｶﾞﾊﾞﾅｰ他、多数の方から
ﾒｯｾｰｼﾞを頂きました。
伊藤 嘉一会員
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【会長就任挨拶】

会長 西村 清

【理事会報告】

このたび会長に選任されました西村でございます。
ご高承の通り、八街ロータリークラブは本年度50周年
を迎えます。初代会長の西村玄篤先生以来の伝統と
ロータリースピリッツの発揮、それは周年事業の成功を
皆さんと共に完成させることと、次世代につなぐことの
大切さだと思います。

幹事 福田 守

《報告事項》
1.第1回・第２回第9分区会長幹事会について
第１回５月２８日開催された
第2回７月１６日開催される
2.名誉会員の依頼について
・北村市長・山本県議・石井社福会長
・伊藤謙三様
４名の承諾を頂いた

実行委員会計画案をおさらい致しますと
① 記念式典を来年五月に成田ビューホテルで行い、
記念講演はスポーツキャスタの青島健太先生に内
定。また音曲はインターアクトクラブ員が数多くおり、
学校吹奏楽のルーツ校である千葉黎明高等学校
吹奏楽部員約70名に依頼済みであります。

3.新入会員の報告について
西村頼子さんが入会。本日の例会に出席
4.次年度のガバナー補佐の推薦について
2016～17年度の第９分区ガバナー補佐に
八街クラブの髙橋宏一会員を推薦し承認された

② 国際事業としてはすでに台湾の台北芝山ロータ
リークラブとの友好クラブ協定を前会長ほか皆様
のご尽力によって締結し、富里ロータリークラブを
交えた訪問交流がすでに開始され、本年度はさら
に深く結ばれるよう努力いたす所存であります。

《審議事項》
1.本年度クラブ活動計画について確認した
8月 3日（月）第９分区ＩＭ（成田ビューホテル）
＊5日(水)を振替休会
10月22日（木）創立５０周年記念ゴルフ大会
（千葉バーディークラブ）
＊第９分区親睦ゴルフコンペとして行う
11月 4日（水）ガバナー補佐訪問
11月18日（水) ガバナー公式訪問
12月 2日（水）クラブ年次総会
2月 7日（日）2790地区 地区大会
（アパホテル＆東京ベイ幕張）
＊10日(水)を振替休会
5月21日（土）創立５０周年記念式典
（成田ビューホテル）
＊25日(水)を振替休会

③ 記念ゴルフコンペは先ほど理事会で承認を受け
たばかりでありますが、市内の千葉バーディークラ
ブにて10月22日（木）午前九時より14組のスタート
を予約しております。
④ 記念品の贈呈は八街市への防犯カメラ数台が
着々と準備されております。
八街市は東京近郊、千葉市成田市のベッドタウン
としても、明治初期の開拓以来落花生やお茶、野
菜を中心とする見事な田園都市と発展いたしました。
これも先祖の努力の賜物と、我がロータリークラブの
地道な奉仕の理念の継承、これが国際理解、親善、
平和を希求する姿勢に大きく影響していると自負い
たします。
50年という大きな区切り、すなわち数多くの会員や
分区仲間の絆が固く結ばれる、「絆から結びへ」さら
に若い人たちへの可能性に期待することをお誓い
して就任のご挨拶とさせていただきます。

2.クラブ協議会の開催について
本日予告8日・15日クラブ協議会開催
3.地区クラブ研修セミナー・ＩＴ広報セミナー
・米山委員長セミナーについて
7月18日・7月24日・8月23日それぞれ開催、
担当者それぞれ出席
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【幹事報告】

幹事 福田 守

【新会員紹介】

会長

西村 清

◎インターアクト合同会議のご案内
日時：2015年7月14日（火）14：00～
場所：千葉市民会館
◎日韓親善会議のご案内
日時：2015年9月4日（金）13：00～
場所：ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ新高輪
◎務臺会員（京葉銀行支店長）が転勤の為、
6月30日で退会
後任の冨永さんは7月15日入会予定
久保会員も仕事の都合で6月30日退会

新会員・西村 頼子さん

新会員のご紹介をいたします。先般小職より西村頼
子さんをご推薦申し上げましたところ皆さんにお認め頂
き改めてお礼申し上げます。私の家内ではありますが、
「ロータリーの友」には是非とも夫婦円満のかけ橋にも
さらになるところから奨励されていたことを鑑み、本クラ
ブ初の夫婦会員ということになりました。
なお本年度、野田ロータリークラブ会長 中野 裕三郎
氏と家内は従兄の関係となり親族はいわゆる茂木・中
野家としてキッコーマンや利根コカコーラの経営に携
わられています。
本人は西村商事の役員、家庭では二人の娘と二人
の孫と犬五匹と暮らしております。今後ともよろしくお願
い申し上げます。 ありがとうございました。

◎例会変更のお知らせ
≪成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝＲＣ≫
7月10日（金）「祭りを見る会」7月15日（水）の振替
7月29日（水）→休会（ＩＭ振替）

≪印西ＲＣ≫
7月29日（水）→休会（ＩＭ振替）
◎受贈週報・・・成田ＲＣ ・ 八日市場ＲＣ

【会長・幹事 交代式】

【管理運営委員会】

西村新会長より生形前会長に福田新幹事より
山本前幹事にそれぞれ記念のバッチを贈呈しました。
一年間どうもお疲れ様でした。山本前幹事に於かれ
ましては約二年間、本当にありがとうございました。

生形前会長には
ダイヤ入りバッチ

山本前幹事には
ルビー入りバッチ
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委員長 萬来謙一

今年度、管理運営委員会の委員長として、一年間務
める事になりました。皆様のご協力をお願いいたしま
す。
それでは、クラブ協議会の予告をいたします。
7月8日、7月15日の例会にクラブ協議会を開催いたし
ます。各委員長さんは準備をお願いいたします。
なお、週報に掲載しますので原稿の提出をお願いい
たします。

【活動報告】

米山奨学生
グェン ティ テュイ リーンさん

お話を聞かせてもらいました。今までは日本の子供が
小学校５年生から英語を習い始めたといった教育シス
テムでしたが、最近では３年生から習い始めるように
なっていたそうです。私は去年の６月からスタートし、こ
の１年間6,7校を回り、異文化交流の活動に参加して
きました。日本はまだ学校におけるいじめ問題が多く
見られています。特に、外国人の子供は日本の学校
に通っている時虐められる傾向が多いそうです。少子
高齢化が非常に進んでいる日本は今後外国人の労
働者を増やさなければならないとともに積極的に外国
人の子供を受け入れなければならないと思われていま
す。こういった日本政府の行動によって日本の若い世
代は子供の頃から外国人に接するチャンスが増え、異
文化をより深く理解できるのを期待しています。そのた
め自分の小さな力で何かが貢献できたらと思っていま
す。
さて今回のベトナムへの旅ですが、時間が取れない
ためいかれないという方が多いとウツギさんからお聞き
しました。本当にお忙しい中で勝手に自分の時間を合
わせさせて申し訳ございませんでした。今回は行けな
い方でもまたのチャンスがあったらぜひベトナムに一
度行ってみてください。
以上、私の近況報告でした。

皆さんこんにちは。
梅雨に入っていましたので、食中毒と熱中症に充
分お気をつけください。
私は先週鎌取駅の近くにある平山小学校へ異文
化交流に行って来ました。ほとんどベトナムに行っ
たことがない小学校５年生の子どもたちに母国の文
化や学校のシステム等について紹介をしました。そ
の後、子供達と一緒にダンスを踊ったり、給食を食
べたりして、とても楽しい時間を過ごすことができま
した。また、平山小学校の校長先生からも色んな

～ベトナム旅行～

日程：2015年8月24日（月）出発→26日（水）深夜発 27日早朝着
米山奨学生のリーンさんの日本語学校見学他、観光旅行

国際奉仕委員会
槍木委員長

広報・ＩＴ委員会／ 樋渡 琢也 ・ 糸久仁一 ・ 萬来謙一
4

