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会長 萬来 謙一 ・ 会長エレクト 山本 和男

2017－18年度
国際ﾛｰﾀﾘｰ会長
ｲｱﾝ H.S.ﾗｲｽﾞﾘｰ
ｻﾝﾄﾞﾘﾝｶﾞﾑＲＣ 豪州

・ 副会長 門倉 光正 ・ 幹事 平野 雅敏

第2474回 2017年7月19日例会報告

【出席報告】

SAA 伊藤 武雄
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会員総数 31名
（ 内名誉会員 4名 ・ 出席免除会員 7名 ）
通算出席率 85.71%

1,233,172人（2017.3.31RI公式発表 ）となっ
ています。
点
鐘
会長 萬来 謙一
これら世界中のたくさんのロータリークラ
ブに同一 の手続 き要覧 や細則 で管 理運営が
ソ ン グ
手に手つないで
出来るでしょうか？
2016年4月の規定審議会でクラブ運営に大幅
な柔軟性を認め、例会の頻度、形式、出席に
ついてク ラブの 自主判 断に任 せる という定
款・細則に変わって来ました。
【会長挨拶】
会長 萬来 謙一
地区の関口研修リーダーは現在一部の国や
みなさん、こんにちは。
地域でロータリーが急速に成長しているイン
本日から京葉銀行の藤原 光支店長が八街クラ ドや南米諸国やブラジル等発展途上国、そし
ブに入会されます。よろしくお願い致します。 て会員数の減少や会員の平均年齢の高齢化と
後ほどご挨拶をいただきたいと思います。
いった問題に直面している国や地域、これは
さて、定款・細則が前年度から変わって、 日本やヨーロッパ等の先進国になるのでしょ
今年度の活動計画書に新しい定款が掲載され うか。定款・細則の変化は世界の大きな流れ
ました。ロータリークラブは今では200以上の を容認し、この方向に大きく舵を切り、それ
国と地域にクラブ数35,533、会員総数は で い て 従 来 の 伝 統 あ る 高 度 な ロ ー タ リ ー
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文化を持った国や地域にも配慮するという二
8月八街RC例会スケジュール
重体制をとることになったのではと話されて
います。
8月 2日(水） 理事会 ・ 通常例会
7月11日RI会長よりメールが届きました。
その中で、ロータリーの奉仕の根幹となって
8月 9日(水） 夜間例会（やまもと）18時点鐘
きたひとつの理念に「持続可能性」がある。
この理念は直接的な奉仕活動が終わってもそ
8月 16日(水） クラブ協議会・諸岡G補佐来訪
の成果が長い間、好ましい影響をもたらし続
8月 19日(土) ふれあい夏まつり（移動例会）
けることを意味しています。そこでRI会長は
『2018年4月22日「アースデー」までに会員
8月 23日(水） ふれあい夏まつりの振替休会
一人一本の植樹をお願いしたい。ロータリア
ン行動グループとして120万本の木が環境に
8月 30日(水） 休会（5週目）
良い影響を与える。ロータリアンがこの惑星
に住む人々に対する責任だけでなく私たち全
員が頼って生きている惑星そのものに対する
責任を認識していることを示すことが出来 【100％出席者表彰】
る』というお願いでした。
ぜひ、会員各自実行して頂きたいと思います。
以上で会長挨拶を終わります。

【幹事報告】

幹事 平野 雅敏

◎米山記念奨学会委員長ｾﾐﾅｰのご案内
日時：2017年8月26日(土）13：30点鐘
会場：千葉商工会議所大ホール14階

2016～2017年度 下期100％出席者

◎インターアクト年次大会のご案内
日時：2017年8月26日(土）10：00開会
会場：市川市勤労会館
◎千葉北RC創立20周年記念事業のご案内
先進安全技術の体験とサーキット体験
日時：2017年11月8日(水）8：30開会
会場：袖ヶ浦フォレストレースウェイ

＊鎌形 芳法

＊生形 健一

＊高橋 宏一

＊福田 守

＊萬来 謙一

＊山本 和男

＊木村 利晴

＊原 弘行

＊伊藤 武雄

＊増田 繁

＊白𡈽 健司

＊伊藤 嘉一

＊大野 眞里
2016～2017年度 年間100％出席者

◎2016－17年度青木ｶﾞﾊﾞﾅｰ任期満了に伴う
お礼状

◎受贈週報等
・印西RC 週報と活動計画書
2

＊鎌形 芳法

＊生形 健一

＊高橋 宏一

＊福田 守

＊萬来 謙一

＊山本 和男

＊原 弘行

＊伊藤 武雄

＊白𡈽 健司

＊伊藤 嘉一

＊大野 眞里

【新会員挨拶】

藤原 光 新会員

今年度も一昨年に引き続き米山奨学生のカウ
ンセラーをお引き受けいたしました。中国出身
の奨学生で名前は既にご存知の通りキム・チュ
ウアイさんです。既に何度かクラブ例会に出席
されまして報告やら卓話等を頂いております。
是非両国の架け橋と為りますように応援をして
ゆきたいと思います。
今年度の国際大会は来年の2018年6月24日～
27日カナダのトロントで開催されます。大勢
の会員の参加を促したいと思います。
因みに次年度はドイツのハンブルグ、2020
年は米国ハワイホノルル、2021年は当友好ク
ラブ台湾の台北と予定されております。変更の
場合もありとされておりますが、今年度も楽し
みながらの活動を継承できたらと思います。

弊行の6月末の管理職異動で、今回木更津支
店より参りました京葉銀行の藤原光でございます。
ロータリー歴は、成田空港南ロータリークラブ、千
葉西ロータリークラブ、木更津ロータリークラブと
計6年間活動しており、当ロータリークラブで4クラ
ブ目となります。
この2年間木更津への通勤に約1時間半ほどか
かっておりましたが、自宅が四街道という事で、か
なり通勤時間が短縮されました。
まだ赴任したばかりで八街市の事は何もわかり
＜青少年奉仕委員会＞
ませんが、これから皆様に色々と教えていただき
委員長 笹川 英一
ながら、ロータリー活動していきたいと思います。
宜しくお願い致します。

【クラブ協議会】

司会 門倉 光正

＜国際奉仕委員会＞ 委員長 伊藤 嘉一

今年度も引き続き国際奉仕委員会委員長を
お受け致しました伊藤嘉一です。本年度は槍
木委員とご一緒させていただきますのでよろ
しくお願い致します。
当クラブでは国際通の会員が大勢います。
皆様方の応援を頂きながら活動をさせて頂き
ます。台湾の芝山ＲＣとの友好クラブが締結
されております。双方に無理のないお付き合
いをしていきたいと思っています。
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青少年奉仕は①インターアクト②ローターアクト
③青少年交換④RYLAそして昨年青木ガバナー年
度より⑤ロータリー学友会と五つの委員会より構成
されています。ロータリー学友会とは①から④に参
加経験者を学友会員として、学友を中心に新クラ
ブ（ｗｅｂクラブ）を新設、地区学友行事として同窓
会を開催してロータリー会員と交流を図り、最終、
最大の目標は学友からロータリアンになっていただ
く、いわゆる会員増強につなげてゆきたい思いで
あります。
当クラブは千葉黎明高校の提唱クラブになって
おります。来る８月２６日にはインターアクトの一大
イベントである年次大会が市原中央高校をホストク
ラブとして開催されます。興味のある方はぜひ参加
していただきたく、物心両面をもってご協力をお願
い申し上げます。

＜米山記念奨学委員会＞
委員長 生形 健一

２つ目はポリオプラスプロジェクトです。
３つ目は世界平和フェローシッププロジェクト。
これら全ての事業は、年次寄付で賄われていま
す。
今年度も、会員皆様にご理解いただき、山本
委員と共にご寄付のお願いに伺いますのでその
際はご協力よろしくお願い致します。

【ロータリーの基本的事柄について】
小川 嘉一会員
国際親善と世界平和に寄与するため東京
ロータリークラブから始まった米山基金は、
今や半世紀以上の歴史を持つ日本最大の民間
奨学金で、国際ロータリーが認めた多地区合
同活動であり、その財源はロータリアンの寄
付が支えています。善意の結実である寄付を
どんな留学生に支給し、どの様な人材に育て
ていくかはロータリアンの理解と参加に懸
かっています。
今年も中国からの奨学生キム・チュウアイ
さんを当クラブでお預りしていますので会員
－ 出席 ・ 例会 ・ 親睦 ―
の皆様宜しくご協力の程お願い申し上げます。
まずロータリーは例会への出席が基本です。八
また、本年度も普通寄付金と特別寄付金の
街ＲＣは同じ第９分区内では出席率は良いようで
ご寄付もお願い致します。
すが、八街ＲＣが創立の頃は、東京都と沖縄、千
葉県が一つの同じ地区で、その地区はそれ以前か
＜ロータリー財団委員会＞
ら出席100％を続けており、八街ＲＣの親クラブであ
委員長 鎌形 芳法
る成田ＲＣから、八街も100％出席を続けるようにと
言われ、当時はしばらくの間100％出席を続けてお
りました。八街ＲＣ例会に出席できないときは必ず
他のクラブでメイキャップを励行しておりました。
次に例会における私語についても慎むように厳し
く言われました。最近の例会では一部私語が目立
つ時があります。例会ではあいさつや報告事項、
卓話等を行っているときは私語を慎み、また私語
が気になる時にはＳＡＡが例会の秩序を保つ上か
らも注意することも必要です。
そして少なくともロータリーの例会が始まる15分く
らい前には例会場に到着して、他の会員との情報
国際ロータリー財団（TRF）はRIと両輪
交換やそれによって会員同士の親睦を深める努力
を成し、独自に慈善的かつ教育的目的のた
をお願いします。例会開始時間ギリギリに到着して
め運営されています。未来の夢計画
例会に臨むようでは、本来のロータリーの目的のひ
（Future Vision）は地区補助金を活用す
とつである親睦活動が果たせません。またＳＡＡは、
る事業とグローバル補助金を活用する事業
なるべく固定した席に座るのを避けるよう席の配置
があります。様々な奉仕活動をすることに
等を工夫してみていただきたいと思います。
よって、クラブの活性化と地域社会に貢献
以上気付いたことを述べさせていただきました。
することを目指します。

広報・公共イメージ向上委員会 ・ 高橋 宏一 ・ 川崎 尭信 ・ 藤原 光
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