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第2448回 2017年1月11日例会報告
【出席報告】
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【会長挨拶】
ソ ン グ

会長

鎌形 芳法

四つのテスト
明けましておめでとうございます。2017年初めての例
会になります。今年もどうぞよろしくお願い致します。今
年のお正月は暖かく穏やかな日が続いたので、気持ち
良い「お正月」を過ごせました。１月8日（日曜日）に八街
市主催の「成人式」に初めて出席させていただきました。
「青春とは人生のある時期を言うのではなく心の様相を
言うのだ。年を重ねただけで人は老いない。理想を失う
時に初めて老いが来る」 サミュエル・ウルマン
直近の20年間（1997～2017）日本と世界の主な出来事
として、2001年米国で同時多発テロ「9・11」が起きる、
2005年地球温暖化防止の「京都議定書」の発効、2008
年「リーマン・ショック」が世界経済を直撃、2011年東日
本大震災、福島第一原発での水素爆発、2014年消費税
率5％が8％に、2016年18歳以上の選挙権を導入。

【ニコニコボックス】

◇本人誕生日 ・樋渡琢也会員 ・槍木勝典会員
・鎌形芳法会長 ・山本和男会員
・木村利晴会員
◇奥様誕生日 ・門倉光正会員
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20代を中心とした現代の若者の意識には、生まれ 5.その他
育ってきた日本の経済情勢や社会の変化が大きく影響
しているのではないかと記されていました。高度経済成 《審議事項》
長・バブル景気を直接は知らない世代。むしろ、バブル 1.新春子ども書き初め展の後援について(20,000円)
崩壊後の厳しい経済環境の下で（現代の若者たちの生
＊表彰式 1月29日（日）鎌形会長出席
き方は・・・）自分ではどうすることもできない中に身を置
き、その環境を受け入れながら楽しみを見出し、各々が 2.地区チーム研修セミナーについて
合理的な術（すべ）を身につけていると思います。
(日時3月5日(日)13:00登録開始)
（日本総合研究所、電通総研調査）に現代の若者は、
場所 ザ・クレストホテル柏 1月31日迄に登録
欲しいものはあるけれど、堅実に節約を忘れず、SNSを
通じて想い出や感動を積極的に発信、聖地巡礼など、 3.インターアクト指導者講習会について
消費はモノからコトを重視へとのリポート報告がありまし
＊今年度は当クラブがホストクラブ
た。この20年、時代が大きく変わっています。自分の責
日 時：5月12日（金） 10時受付
任ではない事態によって、自分にも大きな影響がある。
会 場：千葉黎明高等学校
「知らなかった」「我々の責任ではない」とは言えなくなる。
バブル崩壊前と比べて、明るい将来を見通せず、人生 4.例会用マイク3本、スピーカー購入
に備える意識が強まっているために消費支出が大幅に
＊72,000円
低下しているのではないかと。そういう中、スマートフォ
ン・IT(情報技術)の急速な進歩が新たな市場を生み出
しているのではないだろうか。2～３年たてばスマホ・パ
ソコン等が新しい機種に変わります。
私も常に時代を見据えて対応したいものです。
【幹事報告】
副幹事 平野 雅敏
◎次年度仮委嘱のご通知
生形健一会員
米山記念奨学会委員会 委員

【理事会報告】

副幹事

平野 雅敏
◎Ｒ財団補助金セミナーのご案内
日時：2017年2月4日（土） 13：30点鐘
場所：カンデオホテルズ千葉

《報告事項》
1.会計報告及び1月年会費引き落としについて
＊1月17日（火）引き落とし（100,000円）
2.八街商工会議所賀詞交歓会（1月13日）について
＊鎌形会長出席

◎会長幹事会のご案内
日時：2017年1月26日（木） 18：00点鐘
場所：河太郎

3.八街市成人式（1月8日）について
＊鎌形会長出席

◎地域ぐるみ福祉推進標語・ポスター入選作品
ポスターの掲示についての依頼

4.第9分区第5回会長・幹事会（白井RC担当）
1月26日（木）について
＊鎌形会長、生形幹事出席

◎新春子ども書初め展表彰式のご案内
日時：2017年1月29日（日） 10：00から
会場：八街市中央公民館 大会議室
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◎日本赤十字社千葉県支部より寄付金のお礼状
◎受贈週報等
・成田ＲＣ
・八日市場ＲＣ
・千葉里山新聞

ロータリー地区インターアクト委員会が実施すべ
きものとする、とされております。
千葉黎明高校の田村先生が、第50回インターア
クト指導者講習会実施要領の素案を作成し内部調
整中との事です。

・白松の郷

その実施要領案をご報告致します。

【表

彰】

期日
会場

米山記念奨学会

・米山功労者

第1回

鎌形 芳法会長

・米山功労者

第1回

原 弘行会員

【委員会報告】
青少年奉仕委員会

２０１７年５月１２日（金）
千葉黎明高校 パストラルホール

受付

１０：００～１０：３０

開会式
講演
諸連絡

１０：３０～１１：００
１１：１０～１１：３０
インターアクトとは
１１：３０～１１：３５

昼食

１１：３５～１２：２０

講座―① １２：２０～１３：１０
キャリア学習①
講座―② １３：２０～１４；１０
キャリア学習②
閉会式
１４：１０～１４：３０

委員長 木村 利晴

青少年奉仕委員長の木村利晴です。インターア
クト委員会からの報告です。
今年度、八街RCがスポンサークラブである千葉
黎明高校インターアクトクラブが、インターアク
ト指導者講習会の当番になっております。
インターアクト指導者講習会とは、ロータリー
地区は、その地区内のIAC指導者のために会期1日
の講習会を開くことを奨励されている。この講習
会は、地区インターアクト代表の協力を得て、
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参加クラブは、千葉黎明高校をいれて１０校で
す。参加人数は、各校生徒2名、顧問教師１名、
ロータリアンは、全体で２５～２６名の参加を見
込んでおり、総勢で約４０人から５０人位想定し
ています。
当八街ロータリークラブは、どのような支援活
動をしたらよいのか？前回のホストクラブに確認
いたします。指導者講習会開催に当たりましては、
皆様の御協力、御支援の程宜しくお願いいたしま
す。
尚、インターアクト指導者講習会にあたり、地
区インターアクト委員長の森田様よりコメントを
頂いておりますのでご報告いたします。
指導者講習会には、地区より上限５万円まで事
業費が拠出されます。例年、地区資金は、講師料
や資料費などに使っています。地区資金拠出には、
行事計画（予算書）と事業終了3週間以内の行事
報告（決算書）が必要となります。
書式については、森田インターアクト委員長
（松戸ロータリークラブ）が作成のお手伝いをし
て下さいます。次回の合同会議までに予算明細、
当日のタイムスケジュールを、お知らせ下さい。
又、次回の合同会議（3月14日千葉市民会館）に
は、八街クラブ会長にもご出席頂き、会議の中で、
ご挨拶を頂戴できればとの事です。ご検討下さい。
宜しくお願い致します。以上で私の報告を終了い
たします。

速報

２０１７－２０１８年度ＲＩ会長メッセージ及び
テーマとロゴが決定！

ロータリー：変化をもたらす
組織として、私たちは、ロータリーとは何か、何をするの
数年前、知り合った人からある質問をされました：
かを世界に理解してもらうことが、いかに重要であるか を
「ロータリーとは何ですか？」シンプルであるはずのこ
認識しています。同時に、各クラブがロータリー奉仕 を
の質問に答えようと口を開きかけたところで、思わず止
独自に定義することが、かつてないほど重要であると 自
まってしまいました。どこから説明してよいか分からな
覚しています。ロータリアンである私たちは、これまで より
かったのです。ロータリーとは何かを、私が知らなかっ
も柔軟に、クラブの例会、活動、発展の方法を決定 でき、
たわけではありません。問題は、ロータリーがあまりに
また、もっと多くの女性や多様な会員を迎え入れ て、地
大きく、複雑すぎて、簡単に説明できないことでした。
域社会の特色をクラブに映し出すことに力を注 いでいま
ロータリーとは、会員制の団体、クラブを基盤とした団
す。長期の計画、持続可能な奉仕、全レベル でのリー
体、奉仕を行う団体であり、町ごと、地域ごと、そして全
ダーシップの継続性を重視することで、ロータ リーが世
世界で活動する団体です。その会員は、地域社会の
界有数のボランティア組織であり続けるよう 努力していま
メ ンバー、事業人、職業人であり、現役で仕事をする
す。
人も いれば、定年退職した人もいます。そして、世界
2017-18年度、「ロータリーとは何ですか」という問い に、
のほぼ すべての国で活動しています。120万人の会
私たちは「ロータリー：変化をもたらす」というテー マで答
員一人ひと りが、独自の目標と優先を掲げ、一味違っ
えます。それぞれどのような方法で奉仕すること を選ん
た経験をして います。一人ひとりが、ロータリーを独自
だとしても、その理由は、奉仕を通じて人びとの 人生に
の解釈で理解 しているのです。
変化をもたらせると信じているからです。新しい 遊び場
私にとってロータリーとは、「どのような団体か」では
や学校をつくる、医療や衛生設備を改善する、 紛争仲
なく、「何をしているか」で定義されます。すなわち、
裁者や助産師を研修するなど、私たちはその活 動が、
ロ ータリーが私たちに与えてくれる可能性、そして、そ
人数が多かろうが少なかろうが、誰かの人生を より良くし
の可 能性を有意義かつ持続可能な奉仕によって実
ているのだと知っています。ロータリー入会 のきっかけが
現する 方法によって、定義されるのです。ロータリー
何であれ、私たちがロータリーにとどまり 続けるのは、
には、112 年の豊かな歴史があります。この間にロータ
ロータリーで充実感を得ることができるか らです。この充
リーは、徐 々に成長し、成熟し、会員と地域社会の変
実感は、毎週、毎年、「変化をもたらす」 ロータリーの一
わりゆくニ ーズに対応しながら、ある意味で大きく変わ
員であることから湧き出てくるものなの です。
りました。 しかし、その根底にあるものは同じです。そ
れは、地域 社会と世界に変化を生みだしたいという願
い、そして、 ロータリーを通じてそれを実現できるよう
2017-18年度国際ロータリー会長
になった人が 集まった組織だということです。「ロータ
イアン H.S. ライズリー
リーとは何で すか」という問いに、私たちは行動をもっ
て答えます。 奉仕を通じて変化をもたらすことによって。

広報・ＩＴ委員会／ 樋渡 琢也 ・ 糸久仁一 ・ 高橋宏一 ・ 萬来謙一
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