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第2469回 2017年6月14日例会報告

【出席報告】

【会長挨拶】

会長 鎌形 芳法
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会員総数 36名
（ 内名誉会員 4名

・ 出席免除会員 7名 ）
通算出席率 87.84%
6/14メーキャップ2名・高橋（ｺｽﾓRC) 伊藤（理事会）

点

鐘

ソ ン グ

2016～17年度も残すところあと2週間となりました。
本日は「職業奉仕」についてお話させていただきま
す。ロータリーの創始者ポールハリスは「社会に役
立つ人間になる方法は色々ありますが、しばしば
最も効果的な方法は、間違いなく自分の職業の中
にあります。」と述べています。職業奉仕とは、あら
ゆる職業に携わる中で「奉仕の理想」を生かしてゆ
くことをロータリーが育成・支援する方法とあります。
私もロータリーの本質は、職業の中にあると考えて
います。クラブの中で会員は相手のことに想いをは
せ、相手を助けるという奉仕の理想を学び、その真
意が共存共栄であることを学ぶ事ができるとされて
います。 そして「ロータリーの目的」を基本としロー
タリアンの行動規範である「四つのテスト」による奉
仕の実践によって、ロータリアンに進化すると書か
れています。その進化過程の基盤には、フランク・
コリンズの『超我の奉仕』があり、アーサー・シュエ
ルドンによる『最もよく奉仕する者、最も多く報いら
れる』があります。また、ロータリーは理念の高唱に

会長 鎌形 芳法
手に手つないで

お 客 様

金子 芳則様
（銚子ロータリークラブ）

【ニコニコボックス】
◇本人誕生日 ・ 林 政男会員
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終わるのではなく、行動の哲学と決議されてもいま
◎韓日親善会議へのお誘い
す。
日時：2017年9月23日(土）13時から
一本の樹木、「ロータリーの樹」に喩えた説明を
場所：グランドハイアットソウル
ご紹介します。ロータリーを大きな樹に喩えますと、
｛根｝はクラブ奉仕・｛幹｝はロータリーの根幹である
◎受贈週報 ・八日市場 ＲＣ
職業奉仕・ ｛枝と葉｝は社会奉仕・国際奉仕・｛花｝
はロータリー財団、それぞれに多くの｛実｝を結びま
す。
クラブ奉仕という「根」から吸収された（水）・（栄
養）・つまり『サービスの理念』は、ロータリーの根幹 【クラブ協議会】
司会 委員長 山本 和男
といわれる職業奉仕の「幹」に入り、『奉仕の理想』
という導管を通って「社会奉仕」・「国際奉仕」という
枝や葉に届き、『ロータリー財団』という「花」を咲か
せるとあります。また、それぞれの奉仕活動が相働
いて多くの「実」を結びます。
その形あるものとして、ポリオ撲滅・ロータリー財
団奨学生・今回認められた米山奨学生など素晴ら
しい形のある実を結んできたと説明されています。
自分自身の職業が、他人の為との認識に立つとき、
ロータリーの職業奉仕の神髄が理解できると書か
れています。より少しでも近づきたいと思います。
最後に、あなたにとって「ロータリーのよいとこ ＜管理運営委員会＞ 委員長 山本 和男
ろ」？という問いに対して、「Enjoy」。
そして「私を無理やりにでも、ロータリーにでも誘っ
今年度管理運営委員会としては、力不足で何も
てくれた友人に感謝する。」
できませんでしたが、会員増強委員会のお骨折り
そう発言できるようにこれからも努力致します。
もあり５人の新会員の入会もあり、管理運営委員会
の元気なクラブを目指すという目標がはたせたの
ではないかと思います。

【幹事報告】

幹事

生形 健一
＜ロータリー財団委員会＞
委員長

山本 和男

今年度においても会員の皆様にご理解とご協力
を頂き、財団へのたくさんの寄付ができました。前
年度１００%ポールハリスフェローの認証を得たにも
かかわらず、今年度も１０人ものマルチプルポール
ハリスフェローの認証を得られました。八街クラブに
おいては、財団に大変貢献できたのではないかと
思います。
◎ふれあい夏まつり出店申し込みについて
日時：平成29年8月19日（土）
場所：けやきの森公園
◎移動例会のお知らせ（成田RC)
7月7日(金)祭りをみよう会18時30分点鐘
（菊屋別館）
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＜会

計＞

委員長 白𡈽 健司

＜青少年奉仕委員会＞ 委員長 木村利晴

こんにちは会計をうけたまわっております白𡈽で
す。今年度も残り2週間あまりとなりましたが会計に
つきましても役員、SAA、委員会の皆様のご協力に
より昨年と同程度の繰越金を残して終了できる見
込みです。
本年度は前年度の50周年事業の残金にてクラブ
活動の補填55周年事業への積み立てを行うことが
出来ました。また新入会員を5名お迎えしたことに
より余裕のある会計運営が出来ました。しかしなが
ら一つ次年度への課題として大きな支出を伴う行
事等については事前に役員会に図ることを会計の
立場より周知徹底することを目指したいと思います。
本年度は1年間ありがとうございました。

＜社会奉仕委員会＞委員長 平野 雅敏

皆様こんにちは。社会奉仕委員会の平野です。
今年度は8月の夏まつりに子供向けにダーツを行
いました。増田会員、笹川会員の3名で知恵を絞り、
成功したと思います。
11月の八街市産業まつりには会員より品物を提
供していただき販売しました。提供品が少なく早く
終了してしまいました。今年度の反省として会員よ
りの品物提供を多くしていただいて楽しい時間にし
ていただきたいと思います。1年間ありがとうござい
ました。

3

皆様、こんにちは。青少年奉仕委員長の木村利
晴です。
今年度の青少年奉仕委員会の活動は、インター
アクト指導者講習会がありました。3月14日千葉市
民会館にてインターアクト合同会議があり、鎌形会
長、生形幹事、笹川次年度青少年奉仕委員長と
私の４名で参加し、指導者講習会の参加協力を
お願い致しました。3月22日には、インターアクト委
員長の森田様が本クラブに卓話に来られ、指導者
講習会の協力の依頼がありました。そして、5月12
日、千葉黎明高校で開催されました。
櫻木パストガバナーより、インターアクトとは、ロー
タリーとは、と題し講話をいただきました。また、
NPO法人OCP研究会によるキャリア学習がありまし
た。参加、ご協力頂きました関係者の皆様ありがと
うございました。
又、千葉黎明高校のインターアクトクラブでの活
動は、ポリオ撲滅キャンペーンとして募金活動をし
て頂きました。私はインターアクトクラブの生徒と共
に活動することが、中々出来ませんでしたが、次年
度の青少年奉仕委員長の笹川さんには、是非、青
少年奉仕活動により多く参加して頂き、インターア
クトの生徒と活動を共にすることによってロータリア
ンとインターアクトとの距離を縮めて頂きたいと思っ
ております。笹川次年度委員長宜しくお願い致し
ます。
皆様方のご協力のもと１年間活動させて頂きまし
た。ありがとうございました。

〈米山記念奨学委員会〉
委員長 原 弘行

夜間移動例会
第2470回 2017年6月21日例会報告

本年度米山記念奨学委員会は西村会員と２名
で進めてまいりました。地区からの会員一人当た
りの目標額は15,000円です。クラブからの普通寄
付4,000円ですから特別寄付一人当たり11,000円
となります。
昨年１０月米山月間にお願いいたしました際に
会員３２名のうち１１名がご協力いただきました。そ
して本年５月に地区からの要望によりお願いいた
しました際、７名の会員にご協力をいただきました
ので、併せて１８名の会員が達成いたしました。今
月に４名が達成いたしましたので、１０名の会員が
未達成となります。
本年度残り僅かですが未達成の会員はぜひご
協力をいただきたくお願いいたします。

点

鐘

会長 鎌形 芳法

会

場

割烹やまもと

ソ ン グ

我等の生業

お 客 様

米山奨学生
キム・チュウアイ様 (中国)

【会長挨拶】

会長 鎌形 芳法

（6月7日例会にて）

【卓

話】

今晩は。今年度最後の夜間移動例会です。今
夜は米山奨学生のキム・チュアイさんが参加して
くれました。多忙な中ありがとうございます。後程、
ご挨拶をお願いいたします。
そして、無事アトランタより戻られた諸先輩方に、
驚いています。体力・気力とそのパワーには感服
いたします。たくさんのお土産話をお聞かせいた
だきたく思います。
今年度は、夏のバーベキュー夜間移動例会・
冬にクリスマス夜間移動例会・そして３月に川村
美術館におきまして、移動例会・と年間スケジュー
ルに組み入れました。親睦委員長の関さんを初
め、委員の方々のご協力を頂きました。ありがとう
ございました。
今、時代が大きく変化しているように感じます。
ロータリークラブも時代に添った変化・対応は必
要と思いますが、最後は「人」・「人間関係」・「絆」
そして「倫理観」が大きいと思います。その大きい
部分に『親睦』があり、今夜の夜間移動例会が、さ
らにより強める機会になれば、と考えます。

金子 芳則様
（銚子RC）

本日メーキャップでお越しいただきました銚
子ロータリークラブ金子芳則さま。突然の卓話
のお願いにもかかわらず、銚子RCの現状（60
周年式典含む）とご自身のロータリーに関す
る貴重な思い出話をして頂きました。
どうもありがとうございました。
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【近況報告】

【出席報告】

例会

6/ 21
6/ 7

米山奨学生
キム・チュウアイ様
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会員総数 36名
（ 内名誉会員 4名

・ 出席免除会員 7名 ）
通算出席率 87.75%
6/7メーキャップ1名・木村（理事会）

こんばんは｡奨学生、キム・チュウアイです。いつ

【幹事報告】

幹事

もお世話になっております。最近、暑かったり寒

生形 健一

かったりと気温の変化が激しいので、皆さん体調
◎国際里山の集いﾛｰﾀﾘｰデーへのお誘い
日時：2017年7月30日(日）
会場：千葉市若葉区当町内の里山

崩されないようにしてください。
私は中国人留学生ですが、中国の少数民族の

一つ朝鮮族ですので、本日は簡単に中国の朝鮮
族についてお話ししたいと思います。中国人朝鮮

八街 ＲＣ 7月例会スケジュール
7月 5日（水）

族を、在中韓国人とか、在中朝鮮人とか色々な呼

理事会・通常例会

7月 12日（水） クラブ協議会

び方で呼ばれていますが、実は、中国は56民族

7月 19日（水） クラブ協議会

からなっており、朝鮮族はそのうちの一つの民族

7月 26日（水） 通常例会

で朝鮮族と呼ばれるのが正しいと思います。では、
朝鮮族を歴史的な一面からではなく、私の成長
環境からお話し致します。私は1988年生まれで、
1990年代の朝鮮族はどんな様子かというと、小中

高校は朝鮮族だけが通う学校があって、学校で
は朝鮮語と中国語両方で授業を受け て 、家に
戻ったら朝鮮語で話していました。90年代までも
朝鮮学校が多かったですが、最近になって朝鮮
族学校がますます減ってきて、私の故郷の朝鮮
族学校は殆ど無くなったとききました。食文化は、
韓国と北朝鮮と同じく、お米がメインで、毎日キム
チを食べます。もちろんキムチを自宅でつけます。
私はまだできませんが…

今日はここまで簡単でありますが、次回に具体的
な朝鮮族の文化についてお話しさせて頂きます。
ありがとうございます！
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アメリカ訪問での奇跡
アトランタ国際大会参加者からの報告 ①
35年前の昔、高橋会員宅がホストファミリーとして預かったロータリー交換学生のロブ（八街高校へ
通学）に4年ぶりにアメリカで再会した。彼もすでに52歳に 玄関のドアには日の丸と「日本の友達い
らっしゃいませ」の歓迎のペーパー その前日のＦＢからプリントした写真が昔の写真と共に貼られて、
家族みんなで大歓迎 パーティーは夜遅くまで続いた。そして最後に奇跡が起こった。ロブが出して
きた日本酒は「旭鶴」原酒 手にしているのはこの原酒を35年前に絞った佐倉市馬渡の田中酒造田
中勘一さん（故人）の実弟で今回同行した金親博榮さん まさか兄貴が３５年前にロブのお父さんに
贈った実家の酒に、アメリカで巡り合うとは全く想像していなかった。ロブも金親さんが田中勘一さん
の実弟とはこの時まで知らなかったのだ。金親さんにビッグなミラクルが起こった。金親さんはこの箱
を大事に日本へ持ち帰り、甥が経営する実家の田中酒造に報告することになった。
ロブのお父さんはすでに他界しているが、当時息子のロブが世話になっているということで八街に
訪れたことがありました。その時のお土産の「旭鶴」です。

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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