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会長 萬来 謙一 ・ 会長エレクト 山本 和男 ・ 副会長 門倉 光正 ・ 幹事 平野 雅敏

第2487回 2017年11月1日例会報告

【出席報告】

SAA 門倉 光正
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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 87.78%
10/11メークアップ2名・平野幹事、鎌形会員
（理事会）

点

鐘

会長

萬来 謙一

斉

唱

君 が 代 ・ 中国国歌
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四つのテスト

お 客 様

米山奨学生 キム チュウアイ様
（中国）

◇本人誕生日・萬来 謙一会長 ・小澤 孝延会員
◇奥様誕生日・大畑 喜信会員・伊藤 嘉一会員
・高橋 宏一会員・増田 繁会員
◇結婚記念日・高橋 宏一会員

【会長挨拶】

会長 萬来 謙一

みなさん、こんにちは。
本日は10月のガバナーメッセージを皆様にお伝
えしたいと思います。
「人口動態から考える戦略計画の必要性」
只今の日本の総人口が、既に減少を始めている

産業まつりバザー用品
受付中！
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方法を考える。方法論が見出せたなら、複数年に渡
り、一歩でも理想に近づく努力を継続する。恐らくは、
そんなプロセスを常態化させるべき時なのでありま
しょう。将来的な戦略計画に向けた一歩を踏み出す。
今年度は、そんな年としてみては如何でしょう。
以上、ガバナーメッセージの一部をお伝えしました。
本年度すでに4ヶ月が過ぎてしまいましたが、これか
らの重点目標は福田増強委員長と仲間を増やす努
力をしていきたいと思います。会員皆様のご協力を
お願いいたします。
事は、皆様ご承知の通りです。問題は、総人口の
減少のみならず、それを上回る速度で進む生産
年齢人口の減少と、高齢者人口の増加でありま
しょう。
幹事 平野 雅敏
今年、いわゆる団塊世代の第一世代、昭和22 【理事会報告】
年生まれの方々が、満70歳となられます。当然、
今から５年後以降、団塊世代が次々と後期高齢
者に達齢する事になります。ここ暫く、高齢者が思
いがけない運転ミスを犯し、交通事故を起こしたと
の報道を耳に致します。後期高齢者の増加した
社会を維持するコストとは、どれ程になるのであり
ましょうか。
一方で、介護の現場では、決定的な人手不足
が生じているとの事であります。少ない生産年齢
人口で、誰が社会を支えるのか。近い将来、更に
本格化する高齢化問題は、解決の方法があるの
《報告事項》
でありましょうか。
１、会計報告
歪んだ人口動態に起因する諸問題は、恐らく今
後、相当に長期化せざるを得ないでありましょう。
２、9分区親睦ゴルフについて
只今の世代別の人口分布を見れば、70歳を目前
・八街ＲＣ 団体3位 ・萬来会長 個人2位
に控えた団塊世代が、ひときわ大きく突出してい
る。その次のピークは、只今40歳前後の世代、い
３、ボーイスカウト秋田団長の葬儀10/2６花環贈呈
わゆる団塊ジュニアです。団塊・団塊ジュニアに
続く第三のピークは、存在しておりません。即ち、
４、ホームページについて
団塊ジュニアが死ぬまで、この歪んだ人口分布が
・11/1 公開開始
解消する事はない。つまり、解消までに40年近い
歳月が必要であることになります。
５、第3回会長幹事会11/16 成田コスモポリタンRC
高度経済成長期は、殆どの投資が肯定されて
担当 成田市「翁」で開催
時代でした。しかし、只今のような人口オーナス、
ダウンサイジングの時代には、問題を放置すれば
６、その他
傷口は更に広がる。即ち、時間が解決してくれな
《審議事項》
い時代であると言えましょう。ロータリーも、例外で
１、情報研修会 11/18（土）成田ビューホテル
はありません。不作為は衰退を意味します。RIが
・参加者人数 18名
推奨するように、単年度主義に捉われない、戦略
・交通手段 直行14名 乗り合せ4名
計画が必要となる時代に入ったというべきでありま
しょう。
２、産業まつり11/19（日）
自分達のクラブは、近未来にどんなクラブとなる
・集合時間 12：30 開始時間 1：00
べきなのか。目標を共有化して、目標に近づく
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３、クリスマス例会12/20（水）
・ラディソンホテル成田にて開催

【委員会報告】

ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会
委員長 鎌形 芳法

４、年次総会12/6 予告
・山本会長エレクトより年次総会予告
５、その他
以上理事会にて承認

【幹事報告】

幹事 平野 雅敏
会員皆様には、いつもご協力・ご理解を頂
きありがとうございます。11月はロータリー
財団月間にあたり、先月お伝えした今年度の
特別寄付を本日より受け付けます。尚、地区
からの要請はロータリー財団寄付として一人
150ドル・ポリオプラスとして30ドルの要請
がありました。（1ドル＝￥114）＊地区補助
金＊平和フェローシップ（世界平和の構築の
為に学生に支援）＊グローバル補助金＊ポリ
オプラス（RCが世界で良い事をしている一つ
としてポリオ撲滅）に使われています。皆様
のご理解・ご協力をお願い致します。

◎会長幹事会のお知らせ
日時：2017年11月16日(木）午後6時
場所： 「翁」 成田
◎例会変更のお知らせ
＜成田ＲＣ＞
11月17日(金）振替休会
◎受贈週報

・成田ＲＣ

【年次総会開催のお知らせ】
会長エレクト 山本和男

【委員会報告】

広報・公共ｲﾒｰｼﾞ向上委員会

委員長 高橋 宏一

皆さんこんにちは。
八街ロータリークラブ細則では、毎年12月第
１例会日（本年は１２月６日）に年次総会を開
催することが定められておりますので、本日年
次総会の予告をさせていただきます。年次総会
では、次年度の役員及び理事を選出することに
なっております。定足数は会員総数の３分の１
と定められており、定足数は１１人になります。
どうか１２月６日の総会がスムースな議事進
行ができるようご協力をお願いし、総会開催の
お知らせといたします。
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～ホームぺージ公開のお知らせ～
先月中旬から八街ロータリークラブのホー
ムページ（HP）の制作を東京のハイファクト
リという会社に依頼しておりましたが、約
1ヶ月半をかけて制作が終わり、本日11月1日
から公開に向けての手続きが始まりました。
年度初めのクラブ協議会で 、広報 ・公共イ
メージ向上委員会として、上半期中にHPを立
ち上げるという方針を皆さんにお知らせして、
ようやく公開にこぎつけることができ、

委員会として何とか責任を果たすことができ 【奨学生近況報告】 キム・チュウアイさん
たと思っています。
（千葉大学）
八街クラブとしては、一昨年まで、樋渡会
員のお骨折りで、15年間HPを持っておりま
したが、様々な都合で休止してしまいました。
今回はネットで東京に本社があるハイファク
トリというHP制作会社を探し、9月13日にハ
イファクトリさんに八街商工会議所に出向い
ていただき、HP制作の進め方や、運用につい
て、制作費用、運用経費などについて協議を
行いました。協議には当クラブの広報・公共
イメージ向上委員会と萬来会長、平野幹事、
学生生活で感じたことについてお話しさせていた
樋渡さん、原さんそして事務局にも参加して
だきます。
いただき、ハイファクトリに制作を依頼する
４年間の大学院生活を振り返ってみたら、気づい
こととし、当日写真等の素材やHPを構成する
たことが二つあります。
記事等を渡して、翌日に正式に契約をいたし
１）自ら行動しないと何も進まない
ました。
大学院に入る前まで、研究方法を教えてくれるだ
それから公開まで、30回余りのメールや電
ろう、研究テーマを教授から貰えるだろうと思いまし
話でのやり取りで、細部の打合せ、修正、更
たが、これは大間違いでした。研究方法を教えるテ
新を行い、ようやくほぼ目標としているHPが
キストが既に沢山出版されているため、独自で習う
出来上がりました。
ように授業していないです。また、研究テーマを指
トップページには、萬来会長が撮影した八
導教授から与えられるのではなく、研究の問題提
街駅北口の落花生モニュメントの写真を使用
起と解決能力を磨くために自ら文献検討をして問
いたしました。HPは、スマホでも見られます
題を提起しないとならなかったのです。今までは疑
ので是非確認していただきたいと思います。
問になるとすぐ先生に質問しましたが、大学院では
そして先週金曜日に、事務局の松原さんが
まず自分で調べる、それでも解けない時に先生の
ハイファクトリの担当者から、電話で1時間
助けを求めることでした。また、先生が「わからない
半の講習を受けて、HPの内容の修正や記事の
ことがある？」と聞いてくれることではなく、自ら質問
更新等ができるようになりました。松原さん
しない限り永遠に疑問として残ります。つまり、大学
ご苦労様でした。
院では主体性を持って行動しない限り、何も進まな
八街クラブを含めて地区内では83クラブ中
いことに気づきました。
43クラブがHPを持っております。
２）質問するには勇気が必要だが、しないと自分が
第9分区では成田クラブ、印西クラブがHP
損をする
を立ち上げております。また八街ロータリー
大学院では自ら問題を提起し、解決策を探り、主
クラブのHPから八街ロータリークラブのフェ
体的に質問することが大事であることに気づきまし
イスブックにもリンクしておりますので、是
たが、もう一つは質問するにはとても勇気が必要で
非ご利用いただきたいと思います。地区内の
あることでした。「こんな些細なことで質問していい
43クラブへも八街ロータリークラブのLink集
か」、「こんな聞き方で伝わるかな？間違ったら恥
からLinkできるようになっております。また
ずかしい」など質問しようとしても戸惑う時が沢山あ
限られた予算の中ですが、皆様の中からより
りました。しかし、頭の中で考えるだけでは永遠に
良いご提案があれば、より見やすいHPにして
疑問として残るだけで、結局自分が損してしまうこと
いくこともできますので是非ご意見をお寄せ
になりました。今も私にとって質問すること、特にみ
いただきたいと思います。
んなの前で質問することがなかなか容易にできるこ
なお今回のHPの運用開始を持ちまして、今
とではないですが、４年前の自分よりは勇気をもっ
まで週報をメール配信していた会員には原則
て質問できているのではないかと思います。
として配信を中止させていただきます。
大学院の最後の一年において、ロータリー米山
以上で報告を終わります。
記念奨学金を受けることができたことで、学業に専
念できることだけではなく人間関係が更に広がり、
奉仕の考え方が深まることができて、大変感謝して
おります。
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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