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国際ﾛｰﾀﾘｰ会長
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第2498回 2018年2月21日例会報告

【出席報告】

SAA 西村 頼子

出席計
算会員 出席 欠席
数
例会
2/ 21
29
22
7
1/24
29
20
9
会員総数 31名

出席
率％
75.86
68.97

ＭＵ

修正
出席率％
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72.41

【ニコニコボックス】
◇昭和の写真集のトップページに我家の古い
写真が載りました。
高橋 宏一会員
◇写真8枚掲載されました。

・ 出席免除会員 7名 ）
通算出席率 85.82%
1/24メークアップ1名・生形会員(地区）

原 弘行会員

（ 内名誉会員 4名

点

鐘

会長

【会長挨拶】

会長 萬来 謙一

萬来 謙一

ソ ン グ

それでこそロータリー

お 客 様

八街市社会福祉協議会
会長 石毛 勝様（名誉会員）

第9分区ガバナー補佐
諸岡 靖彦様（成田RC)

1

みなさん、こんにちは。
本日は諸岡ガバナー補佐、八街市社会福祉協
議会石毛会長をお迎えいたしました。後ほど
お話をいただけるという事で、よろしくお願
い致します。
本日、チャーターメンバーで元会員青柳十
兵衞さんの告別式が行われました。ご冥福を
お祈りいたします。

2月24日、25日はいよいよ地区大会が開催さ 【ご 挨 拶】
第9分区ガバナー補佐
れます。八街クラブからは22名という大勢の
諸岡 靖彦様
会員の参加をいただきました。ありがとうご
ざいます。地区大会は年に一度のロータリー
のお祭りですので、会員の皆様方には楽しい
一日を過ごしていただきたいと思います。
特に記念講演をされる小宮山宏先生は、第
28代東京大学総長で、現在は三菱総合研究所
理事長をお勤めの方だそうです。先生は日本
について、いろいろな課題や問題を持つ先進
国であり、またその課題や問題を解決できる
先進国でもあると話され、世界に先駆けて直
例年よりも寒さの厳しい日がつづいており
面したそれらの課題を解決して行く日本モデ ます。時間の経つのは早いもので、昨年７月
ルとして、世界の手本になれると主張されて から務めておりますガバナー補佐の責務も
います。日本のGDPやエネルギー消費・電力消 ７ヶ月を経過し、分区の役目は地区大会とイ
費量など膨大なデータを分析し解説されると ンターシティ・ミーティング（IM）となりま
いうことです。皆様も記念講演を聞いて知識 した。本日は、地区や分区の近況をお伝えい
を増やしていただきたいと思います。
たします。
１月２７日に橋岡久太郎ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄの、米
国サンディエゴで開催された国際協議会並び
にｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ研修ｾﾐﾅｰ（GETS）帰国報告を伺
いました。次期国際ﾛｰﾀﾘｰ(RI)会長ﾊﾞﾘｰ・ﾗｼﾝ
氏の年度ﾃｰﾏ｢ｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝになろう｣ Be the
【幹事報告】
副幹事 門倉 光正
INSPIRATION が発表されました。会員がそれ
ぞれ地域の人々へのｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝとなって、次
世代の人々のために持続可能な活動を行うよ
う呼びかけました。橋岡年度は３月３日の＜
地区ﾁｰﾑ研修ｾﾐﾅｰ＞から、実質ｽﾀｰﾄします。
2月24、25日に幕張で開催されます本年度の
地区大会についてご案内いたします。会員の
皆様には、地区ﾛｰﾀﾘｰの雰囲気を感じていただ
きながら、寺嶋ｶﾞﾊﾞﾅｰをはじめﾛｰﾀﾘｰﾄｯﾌﾟのお
話を直接聞くことが出来る機会ですので、強
く出席をお奨めいたします。RI会長が各地区
大会に派遣するRI会長代理として元RI理事・
◎会長幹事会のご案内
松宮 剛氏（茅ヶ崎湘南）を、お迎えします。
日時：2018年3月22日(木）18時より
松宮氏はお役目を果たすために、当地区のｸﾗ
場所：「河太郎」白井市
ﾌﾞ例会を訪ねたりしたほか、一昨日は、地区
RLI（ﾛｰﾀﾘｰﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会）のﾊﾟｰﾄⅠの研修
◎会長エレクト研修セミナーのご案内
会にもｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰとして終日参加されました。
日時：2018年3月25日(日）10時点鐘
松宮さんは、『ﾛｰﾀﾘｰの友』の1月号(ﾖｺ組み
場所：アパホテル＆リゾート幕張
8P)に月間ﾃｰﾏである職業奉仕について健筆を
振るい、2月最近号にも投稿して、友誌の8月
◎次年度会長幹事会のご案内
号表紙絵に因んで「一つ一つのｸﾗﾌﾞこそが、
日時：2018年3月5日(月）18時より
そのままｵｰｹｽﾄﾗ」、「会長は指揮者」としてｸ
場所：割烹荒磯 成田市
ﾗﾌﾞの協力体制のｺﾂをﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟに求めておら
れます。地区大会記念講演の講師は東京大学
◎受贈週報・・・八日市場RC
の小宮山 宏元総長です。小宮山先生のﾌﾟﾛ
ﾌｨｰﾙについては、月信2月号で寺嶋ｶﾞﾊﾞﾅｰが詳
しく紹介されています。
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分区行事の3月9日（金）IM（ｲﾝﾀｰｼﾃィ・ﾐｰ 崩壊以後のﾃﾞﾌﾚの出口に近づいています。地域
ﾃィﾝｸﾞ）は、6ｸﾗﾌﾞ合同例会として開催いたし にも変化が始まっています。ﾛｰﾀﾘｰも変革の時
ます。地区奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ統括委員会の石井 を迎えています。地域の社会奉仕活動が世界に
弘委員長（松戸西）と職業、社会、国際奉仕 つながるﾛｰﾀﾘｰ世界。世界の平和と友好を大切
の3委員長をお招きして、各ｸﾗﾌﾞの奉仕活動に にするﾛｰﾀﾘｰ。その一員として、皆様の素晴ら
ついて考えます。当ｸﾗﾌﾞから代表の方に奉仕 しいﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌが築かれますよう念願いたします。
活動の報告をしていただきます。他の5ｸﾗﾌﾞか
らも報告していただいて、今年度の奉仕ﾌﾟﾛ
ジェｸﾄをまとめ、また次年度に向けた奉仕活
【卓
話】
八街市社会福祉協議会
動を計画するﾋﾝﾄにしていただきたいと考えて
会長 石毛 勝様
おります。
次に上半期を終了してﾛｰﾀﾘｰ財団への寄付の
進捗についてお話します。昨年度はR財団100
周年に当たり、日本ではこの記念すべき年度
に年次基金に寄付をしなかったｸﾗﾌﾞ（いわゆ
る「寄付ｾﾞﾛｸﾗﾌﾞ」）が皆無と言う「快挙」を
達成しました。昨年度末で日本には2264ｸﾗﾌﾞ
あり、当地区は83ｸﾗﾌﾞですが、２年連続で寄
付ｾﾞﾛｸﾗﾌﾞがゼロとなりました。各ｸﾗﾌﾞのご理
解とご協力の賜物です。感謝を申し上げます。
そして今年ですが、1月26日現在で、国内では 〇地域福祉の現状と今後の活動目標
412ｸﾗﾌﾞが寄付ｾﾞﾛです。当地区では14ｸﾗﾌﾞ、 ・八街市社会福祉協議会法人化３９年を迎え、
当分区では2ｸﾗﾌﾞが寄付ｾﾞﾛです。年次基金は3 市民の地域福祉の向上を図ることを目的に福
年後に地区奉仕活動に地区補助金として戻っ 祉活動を展開してきました。社会構造の変化
てくる源資です。会員一人当たり年150ﾄﾞﾙが に伴い多様で複合的な課題が社会問題となっ
目標額です。当地区は昨年125.15ﾄﾞﾙで、関東 ています。
このようなことを踏まえ、本会は自助、共
圏では最下位にあります。その他ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助
金、ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ、R平和ｾﾝﾀｰ等への活動資金とし 助、公助、近所の重要性を明確にし、地域福
て配分される意義深い基金です。ご理解とご 祉を推進する民間計画である、「八街ひまわ
りふれあいプラン」の推進強化を図り、市民
協力をお願いします。
当地区でも、戦略計画委員会が動き始めま のニーズに応えられよう活動しています。
福祉を取り巻く八街市の現状は、
した。現ｶﾞﾊﾞﾅｰを中心として前後のﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞ
ﾅｰ、ｴﾚｸﾄ､ﾉﾐﾆｰで中期的な地区改革を検討しま ・人口 ７１,２９０円
す。7月から始まる橋岡ｶﾞﾊﾞﾅｰ年度からはｶﾞﾊﾞ ・世帯数 ３１,３８３世帯
ﾅｰ事務所とｴﾚｸﾄ事務所が＜地区事務所＞とし ・高齢化率２８,００％
て一本化されます。分区の呼称を＜ｸﾞﾙｰﾌﾟ＞ ・人口推計による２０４０年の人口
５２,６２６人
に改めます。単なる呼び名の変更ではなく、
DLP（地区ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ・ﾌﾟﾗﾝ）が採用されて分 ※高齢化率４２,９％ ※火葬場が足りなくな
区代理がｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐と改めらましたが、いま る ※自治体の半数が消滅
だに分区のｶﾞﾊﾞﾅｰ代理という意識があります。 ・民生委員 ９３名
国内他地区では、＜分区＞から＜ｸﾞﾙｰﾌﾟ＞に （うち主任児童委員６名）
変わっているのが大勢です。地区を構成する ・生活保護率 ７３８世帯 １,０２３人
単位としてｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐が＜ｸﾞﾙｰﾌﾟ＞を強力に ・児童扶養手当支給対象者
母子６７３人 父子３６人
指導して、ｶﾞﾊﾞﾅｰを補佐するという考え方を
以下子どもや障がい者の現状について詳細
採るという意志表明です。地区ﾛｰﾀﾘｰの活動を
活性化する動きとして捉えていただきたいと を説明し、先日開催した「子どもの居場所づ
くりワークショップ」でつながったネット
思います。
明年５月には新天皇が即位され、その次の ワークを活用し、本市の活性化並びに事業の
年にはｵﾘﾝﾋﾟｯｸが再び我が国で開催されます。 啓発を図っていきます。また、総合相談事業
世界が今大きく変化しています。日本もﾊﾞﾌﾞﾙ のなかでも子どもの貧困や不登校、ひきこもりに
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ついても、多くの相談をいただいています。

本会の予算は、本年度１億９千９百万円で、人
件費以外は会費や善意による寄附、日本赤十字
社や共同募金会からの配分金で運営しています。
本会の財政事情は大変厳しく、市の補助金の他、
委託事業費等で捻出しているものの、自主財源
の確保が喫緊の課題であります。
◯御礼のことば
本日は、このような機会を与えていただき、本
市の地域福祉の現状と私どもの福祉活動のお話
しをさせていただきありがとうございました。

ロータリークラブの皆さまにもお力添えをお願
いいたします。
◯社会福祉協議会の現状
本会は正規職員９名、臨時職員５６名、本
会役員として理事１１名、監事２名、評議員２
１名で運営しています。また、９つの地区社会
福祉協議会は、福祉活動推進員、区長、民生委
員、小中学校長等から組織され、地区ごとに福
祉活動を行っていただいています。

地区大会
第2499回 2018年2月25日例会報告

【出席報告】
出席計
算会員 出席 欠席
数
例会
2/ 25
29
18
11
2/ 7
31
27
4
会員総数 31名

出席
率％
62.07
87.10

ＭＵ

修正
出席率％
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96.77

会

場

ホテルニューオータニ幕張

点

鐘

寺嶋 哲生ガバナー（柏RC)

2月24日（土）と25日（日）に第2790地区の
地区大会が開催され、１日目は萬来会長、
平野幹事、高橋会員の3名が参加し、２日目は
18名の会員が出席しました。

（ 内名誉会員 4名

・ 出席免除会員 7名 ）
通算出席率 85.72%
2/7メークアップ3名・高橋会員(地区大会1日目)
平野幹事・門倉会員 (理事会）

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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