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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2497回 2018年2月7日例会報告

【出席報告】

【ニコニコボックス】
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修正
出席率％
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86.67

（ 内名誉会員 4名

・ 出席免除会員 7名 ）
通算出席率 85.82%
1/17メークアップ1名・笹川会員(理事会）

点

鐘

会長

斉

唱

君 が 代 ・ 中国国歌

ソ ン グ
お 客 様

◇本人誕生日 ・大畑 喜信会員
・西村 清 会員
・竹村 信彦会員

萬来 謙一

◇奥様・旦那様 誕生日
・大野 眞里会員
・荒木 由光会員
・西村 頼子会員
・白𡈽 健司会員

四つのテスト
米山奨学生 キム チュウアイ様
（中国）

◇結婚記念日 ・山本 和男会員
・白𡈽 健司会員
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【会長挨拶】

会長 萬来 謙一

その進路は非政府組織36％、政府機関15％、
教育部門８％、博士課程に進学８％、研究/学
問８％、国連機関6％、法律関係3％、警察3％、

ジャーナリズム２％、世界銀行1％、卒業生は
世界中で活躍しているそうです。
現在、武力紛争または迫害によって故郷を追
われた人は世界で6,500万人、これはまだ増え
る可能性があると思われます。ロータリーが
平和推進の支援のために集めた寄付は１億

みなさん、こんにちは。

4,200万ドルで、ロータリーは更なる寄付の協

立春が過ぎ、まだ寒い日が続きますが梅の

力を求めています。

つぼみなどは少しずつ膨らみ始めました。今
月は地区大会が24日はホテル ザ・マンハッ

また、平和センターの卒業生ではありません

タン、25日はホテルニューオオタニ幕張で開

が難民問題や紛争問題で活躍し、国連難民高

催されます。24日は私と平野幹事、高橋会員

等弁務官を10年間努めた緒方貞子氏は日本人

が 参 加 し ま す 。 25 日 は 八 街 ク ラ ブ か ら は

女性初めてのロータリー財団奨学生だそうで

24名の参加があります。いつもは富里クラブ

す。緒方氏は「今解決しないと思われている

と乗り合わせて大型バス1台で行っています

事でも、永遠に解決しないわけではありませ

が、今回はバス会社の都合により中型バス２

ん。時間はかかるけれど、努力を続けること

台で別々に行く事になりました。よろしくお

で解決することもあるのです」と話されてい

願いします。

ます。

２月は平和と紛争予防/紛争解決月間です。

今週９日からはいろいろ話題になっている

毎年、紛争と暴力によって数百万人が家を失

平昌冬季オリンピックが始まりますが、世界

い故郷を追われています。紛争で命を落とす

中の人々がオリンピックを楽しむことが出来

人の90％は罪のなき一般市民であり、その半

るような平和な世界になるように願います。

分が子供です。ロータリーでは奉仕プロジェ
クト、平和フェローシップ、奨学金など様々
な形で紛争の根底にある諸問題（貧困、不平
等、民族間の緊張、教育機会の欠如、資源の
不均等など）に取り組んでいます。ロータ
リーは平和フェローシップ（奨学金）を通じ
て紛争の予防と仲裁のスキルを身に付けた人
材を育成しています。ここで育ったロータ
リー平和センターの卒業生は1,000人いて、
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【理事会報告】

会長ｴﾚｸﾄ 山本 和男

３、米山奨学生の世話ｸﾗﾌﾞ･ｶｳﾝｾﾗｰについて
次年度奨学生を受けるかどうか
・奨学生が決まった場合は平野会員がカウン
セラーを受ける

４、IM 発表者について

・増田社会奉仕委員長が発表する。

５、会員増強について
・福田会員増強委員長にお願いする。

《報告事項》
１、会計報告

６、家族会について
・親睦委員会に計画をお願いする。

２、第４回会長幹事会について
・IM 3/9（金）ANAクラウンプラザ
・財団補助金申請

７、その他

3/1〜3/31

・３月３日 千葉黎明高等学校卒業証書

・橋岡年度３大セミナー

授与式に会長出席

3/3 （土）地区チーム研修セミナー
3/25（日）会長エレクト研修セミナー
4/29 (祭)地区研修・協議会
・RLI研修会

【幹事報告】

会長ｴﾚｸﾄ 山本 和男

2/12(振休)パート1
3/26（日）パートⅡ

◎第９分区ゴルフコンペのご案内

4/14（土）パートⅢ

日時：2018年3月22日(木）９時30分集合

5/21（日）卒後コース

会場：習志野カントリークラブ

３、その他

◎新規奨学生の世話クラブとカウンセラーの
引き受けについてのお願い

《審議事項》
１、地区大会

2/25（日）集合時間について

商工会議所

7：50集合

◎千葉黎明高等学校卒業証書授与式のご案内

8：00出発

日時：2018年3月3日(土）9時50分開式
式場：黎明高校体育館

２、IMの交通手段について
13:30 点鐘

18:00 懇親ﾊﾟｰﾃｨｰ閉会

◎受贈週報等・・・成田RC、成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝRC

＊現地集合

八日市場RC、千葉黎明高校
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【奨学生近況報告】 キム・チュウアイさん
（千葉大学）

【会員卓話】

皆さま、こんにちは。

西村 清会員

時間の都合上、西村会員に急きょ卓話の

1月24日に茂原ロータリークラブの山内みど

お願いをし、黎明高校の近況報告等お話を

り委員にご同行をいただき、市原ロータリー

していただきました。

クラブで卓話をしてきました。 その後ちょう

突然のご指名にもかかわらず快くお引き

ど一週間後、つまり先週31日に校内での博士

受けいただきありがとうございました。

論文最終発表会があって、それも無事に終え
ました。
今まで、人の前に立って話すのかすごくス
トレスで、いくら準備しても、立った瞬間に
頭の中が真っ白になりがちでした。しかし、
10ヶ月間八街クラブの例会に参加して、こう
いうふうに皆様の前で挨拶する機会をいただ

八街RC 3月 例会スケジュール

きましたおかげで、他クラブでの卓話でも卒
論の発表会でも、少し落ち着いて自信を持っ

3月 7日（水）

理事会 ・ 通常例会

3月 9日（金）

IM （ANAホテル） 現地集合

3月 14日（水）

振替休会

3月 21日（水）

祝日休会

3月 28日（水）

北村八街市長・卓話

て話すことができるようになったと思いま
す。
いつも貴重なお時間をいただき、お話を聞
いてくださいまして、本当にありがとうござ
います。
少し短いですが、これで私の挨拶とさせて
いただきます。

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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