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会長 萬来 謙一 ・ 会長エレクト 山本 和男
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◇店と家の解体が始まりました。
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【会長挨拶】

会長 萬来 謙一

萬来 謙一

ソ ン グ

手に手つないで

お 客 様

八街少年院 教誨師
香取神宮 権禰宜
祭儀部長 佐川 和浩様

みなさん、こんにちは。
本日は香取神宮佐川様をお迎え致しました。
後ほど卓話をいただけるという事で、よろし
くお願いいたします。
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RI会長より会費（人頭分担金）についての

３.公共イメージを活性化するために12.99ドル

報 告 が あ り ま し た 。 2016 年 規 定 審 議 会 で

を皆様の地域でロータリーを推進するための資

2017−18年度から３年間にわたり4ドルずつ増

金に充てていて、ポリオ撲滅のための継続的な

額する立法案が採択されましたがこの会費が

支援・広報などの各種資料も含まれている。

どのように使われているかという説明です。

今後1年以内に、皆様一人ひとりの会費によって、

ロータリーの最初の会費は1910年に一人当

テクノロジーのインフラを向上し、皆様のデータ、

たり１ドル（現在に換算すると26.9ドル）だ

合理化されたオンラインによるご寄付、よりタイ

そうです。現在世界中に120万人のメンバーの

ムリーなオンラインのレポート、そして、より使

いる大きな組織となりその運営に大規模な予

いやすいMy Rotaryを提供できる見通しですとい

算が必要になりました。事務局スタッフは120

うことでした。

万のメンバーのために、資料、クラブ支援、
研修、国際行事、言語サービス、ITなどたく

さんの素晴らしい仕事をしています。多くの
ロータリアンからの要望でRI事務局からの支 【幹事報告】

幹事 平野 雅敏

援を増やして欲しいという意見が多くあるそ
うで、これも会費増額理由の一つだというこ
とです。
皆様の会費がどのように使われているか説
明が３点ありました。
１.会費はロータリーの最大の収入源であり、
2017−18年度の１億300万ドル予算のうち約
7,400万ドルを占めていて、現在会費60ドル
◎インターアクトクラブ指導者講習会の
お礼状

のうち32.58ドルはRIイベント、オンライン
研修、デジタルツール、ロータリークラブ・

◎千葉黎明高等学校学園祭のご案内
日時：平成30年6月10（日）
9時30分から14時

セントラル、などに使われている。

２.ロータリーは220の国・地域で運営されて
おり、29種類の通貨を使用しています。会費
60ドルのうち14.43ドルを管理とコンプライ

八街RC・6月例会スケジュール

アンスに割り当て、翻訳・通訳、各地域への
支援、世界各国の情報セキュリティー法令や

6月 6日

理事会 ・ クラブ協議会

6月13日

諸岡G補佐来訪・クラブ協議会

6月20日

夜間例会（やまもと）18時点鐘

6月27日

通常例会

個人情報保護法の順守確認などを行う事務局
や国際事務所の人件費・業務費に使われてい
る。
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【地区研修協議会の報告】
会長エレクト 山本 和男

以上、インスピレーションになろう
という、次期RI会長のテーマ「伝統と
未来〜誇りと連帯感〜」橋本ガバナー
エレクトの地区テーマの講和でした。

【委員会報告】
青少年奉仕委員長 笹川 英一
4月29日にアパホテル東京ベイ幕張に
て開催され、当クラブからは11名参加い
たしました。午前中はガバナーエレクト
の挨拶から始まり、地区研修リーダー、
サブリーダーのご挨拶が有りました 。
そのなかで橋岡ガバナーエレクトは、
「インスピレーションになろう」と言う
次期Ｒｌ会長のテーマを受け、地区テー
マとして「伝統と未来〜誇りと連帯感
〜」と言うことを掲げられました。伝統
とは、イアン・ライズリー会長が本年1
月の国際協議会で言われた、100余年に
及ぶロータリーの歴史と「四つのテス
ト」であり、他団体との明確な違いであ
るとのこと。未来とは間もなく訪れる
「レガシーポリオゼロ」宣言だそうです。
誇りと連帯感とは、ロータリーは世
界中の人生に前向きな素晴らしい人々が
集う団体です。地域世界で貢献している
会員たちが、信頼の絆で友情を育んでい
ることだそうです。今回のテーマのイン
スピレーションと言う単語の解釈が難し
いですが、 霊感、直感と言う意味以外
に、鼓吹・鼓舞・激励 、あるいは「鼓
舞させる人」 「激励となる人」と言う
意味があるそうです。何か大きなことに
挑戦しようというインスピレーションを、
クラブや他のロータリアンに与えてくだ
さい。自分よりも長く後世に生き続ける
ものを生み出すために、行動を起こす意
欲を引き出して頂きたい。
3

5月11日に五月晴れのもと、眼前に
太平洋が光り輝く鴨川市の文理開成高
等学校にて、第51回インターアクト指
導者講習会が開催されました。
点鐘の後、文理開成高等学校理事長、
校長の鈴木 淳様より大変声量のある
ハッキリとした挨拶に始まり、学校法
人鉄焦館理事長、亀田クリニック院長
亀田省吾先生より「地域医療と奉仕活
動のかかわり」をテーマに講演をして
いただきました。医療と奉仕は一部相
反する部分もあるなど興味深く拝聴い
たしました。昼食の後学生たちは亀田
医療大学、学生とのグループディス
カッション「今、私たち学生ができる
奉仕とは？」をテーマに第二部は社会
福祉協議会、社会福祉法人太陽会職員
と「地域における介護と奉仕につい
て」など内容の濃いハードな講座で予
定時間をオーバーして閉会となりまし
た。
以上委員会報告させていただきます。

【卓

話】

八街少年院 教誨師
あっても、現在は３０名程度の収容人員
香取神宮 権禰宜
であります。
祭儀部長 佐川和浩様 私が関わっているのは、主に刑事矯正
施設内の宗教を基本とした教誨師でござ
います。篤志面接委員は宗教関係者とは
限らず、刑事矯正施設内で一般教養及び
教育職業訓練を御奉仕いただいておる皆
様です。
八街少年院にも更生保護を支える、更
生保護女性会や BBS 会といったボラン
ティアの皆様が多数関わっており、私共
宗教教誨を主とする教誨師だけでない皆
様の御協力のもと、犯罪矯正に取り組ん
まずもって、矯正の現状についてお でおります。
話をさせていただく機会を与えていた
現在少年院だけでなく、法務省の基本
だきました、八街神社の大野様に感謝 方針に従って刑事矯正施設で取り組んで
申し上げます。
おるのは、再犯防止であります。刑事矯
当八街市にございます八街少年院に 正施設から出所後の再犯率は、いまだ３
月に１回程度参りますのは、約８年に ０％を超えます。
なります。最初は篤志面接委員として その現象に取り組まない限り犯罪の減少
３年間、その後篤志面接委員と教誨師 にはならないとの、認識がございます。
として５年ほど奉仕させていただいて
八街少年院はもとより施設職員の皆様
おります。
は非常な努力をもって、矯正の現場に
刑事施設・矯正施設と申しても細か 立っておるのをご報告させていただきた
い分類がございます。犯罪を犯した者 いと存じます。又矯正の現場では、被害
がたどるのは、逮捕、警察から鑑別収 者への贖罪意識を大きく芽生えさせるた
容施設、裁判所、判決が下りて刑事矯 めの努力が欠かせないことを認識したう
正施設そして刑期が終了して出所、保 えで、毎日の矯正教育を執り行っている
護観察の道をたどります。
現実を目にいたします。
八街少年院は法律が変わる以前は中
詳細については、資料をお目通し願う
等少年院になります。現在の分類は社 とともに、皆様が犯罪に巻き込まれない
会適応課程ⅡA２、２年以内の刑期で ことと、最後に法務省の報告には３０％
義務教育を終了したのち反社会的な価 に満たない再犯者が日本の犯罪の６０％
値観・行動傾向、統制力の低さ等改善 を占める現状があることを申し上げ、再
の必要性を認められる者の矯正です。 犯者の矯正の重要性を御理解いただけれ
一般的に再犯者がほとんどを占めま ばと存じます。
す。
非常に難しい問題をご清聴いただき、
ただ少年院全体に言えることは少子化 重ねて感謝申し上げます。有難うござい
や犯罪発生率の低下で、八街少年院で ました。
も100名を超える収容人数が

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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