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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

◇6/10の総会にて八街市議会OB会会長に
選出されました。
荒木 由光会員

第2511回 2018年6月13日例会報告

【出席報告】

例会

SAA 西村 頼子

出席計
算会員 出席 欠席
数

6/ 13
29
26
5/ 23
31
22
会員総数 31名

3
9

出席
率％
77.41
70.97

◇親父が101歳まで長生きしました。
笹川 英一会員

修正
ＭＵ
出席率％

1

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

74.19

【会長挨拶】

会長 萬来 謙一

（ 内名誉会員 4名

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率 85.23%
5/23メークアップ1名・増田会員（理事会）

点

鐘

会長

萬来 謙一

ソ ン グ

我らの生業

お 客 様

第9分区ガバナー補佐
諸岡 靖彦様（成田ＲＣ）

みなさん、こんにちは。
本日は諸岡ガバナー補佐をお迎えしました。
補佐には一年間大変お世話になりました。あ
りがとうございました。本日はよろしくお願
い致します。
私の住んでいる五区で叙勲された方が居り
まして、６月10日にそのお祝いの会がありま
した。国土交通行政関係で自動車検査・総務
部長ということで瑞宝小綬章を授章されまし
た。その方は7年くらい前に退職され、すぐに
五区の三役として地域の活動に参加され、

【ニコニコボックス】
◇本人誕生日・林 政男会員
◇学園祭3000名来校。無事終了しました。
西村 清会員
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区長も2期務められて、すごく仕事ができる方
です。その祝賀会の席には北村市長をはじめ、
たくさんの来賓の方がお出ででしたが、その
中に本年度ロータリー地区大会で司会をされ
た参議院議員の元榮太一郎さんがいらっしゃ
いまして、名刺の交換をさせて頂きました。
地区大会の話や八街クラブの寺嶋ガバナー公
式訪問の話などをさせて頂きました。私は今
まで他のクラブの方とお会いすることは、あ
まり多くはありませんでしたが、今年一年会
長としての仕事の中で、ロータリーの知人が
補佐であるという意識が強いのです。ＡＧは
増えたと思います。今回はロータリーのバッ
ガバナーの任命ですが、実際は分区からの推
ジの力を感じた経験でした。
薦（クラブの輪番制、クラブの指名順）で
代々続いてきたのが現実です。ガバナーは地
区で唯一の指導者であり、ＡＧはガバナーの
【幹事報告】
幹事 平野 雅敏
意向を受けてグループ内の各クラブの課題に
ついて、RIの指導的立場でグループ内クラブ
をリードする役割りなのですから、ガバナー
から見て相応しいロータリアンが任命される
べきです。
今やロータリーを取り囲む社会環境は急速
かつ大きく変化しています。かつて日本の
ロータリーは米国に次ぐ大きな発言権を持っ
ていました。しかし、インドや台湾、更には
他の発展途上国が会員を増強して、日本に与
えられたRI理事3名の枠が、近く2．5名に減
ることになります。これに従って理事を割り
当てるゾーンの編成が変わり、当地区は現在
◎八街ふれあい夏まつりについて
第1ゾーンで北海道や東北の地域の地区と一
日時：平成30年8月18日（土）
緒ですが、近く東京や首都圏の地区と同じ第
午前10時～午後9時
2ゾーンに配置されます。クラブ活性度の高
場所：けやきの森公園
い地区と比べられると、我が地区のパフォー
マンスが低いのが目に付きます。地区のパ
【ご 挨 拶】
第９分区ガバナー補佐
フォーマンスは、会員増強や奉仕活動が元気
諸岡 靖彦様
であること、1人当たりの財団寄付額などが
本日は、寺嶋年度の第９分区ガバナー補佐
指標となります。地区にはクラブの活性度を
として八街クラブの皆様に、最終御礼のご挨
高める指導性が求められ、勢い地区事業の改
拶に参りました。当第９分区は来月スタート
革が叫ばれる事となります。ガバナーノミ
する橋岡年度から「第１０グループ」となり
ニー（ＧＮ）として修業中の小生には、そん
ます。実はこの変更が、単なる呼び方だけの
な仕事が迫ってきているのです。
変更ではないことについてお話いたします。
ロータリーの会員基盤そのものから見直し、
ガバナー補佐（AG…Assistant Governor）
建て直してロータリーが求めてきた地域社会
は国際ロータリー（RI）の役員であるガバ
における真のリーダーたりうるクラブの名誉
ナーの分身として「グループ」の指導と支援
ある立場を築き、誇りを持って参加する会員
をする地区の役職です。以前は「分区代理」
ロータリアンの育成に向けて、務めを果たし
と呼ばれていましたが、地区ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ・ﾌﾟﾗ
たいと考えています。よろしくご理解とご支
ﾝが導入されてから『ガバナー補佐』と呼ぶ
援をお願い申し上げます。1年間のご支援あ
ようになりました。永年の習慣で呼び名を変
りがとうございました。
えてからも、分区の声の代弁者がガバナー
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【クラブ協議会】

司会 門倉光正

なす Service (サービス)「奉仕」そして、そ
れぞれの業職からの参加組織の大切な顧客に
対するより良い製品・商品開 発を怠らず、満
足点を評価される事、そしてその経営者とそ
の商店・企業がロータ リー組織メンバーであ
るという信頼と信用に繋がる事が第一なのか
なと見えてきました。職業奉仕委員会の最も
大切な使命であると確信した次第です。
一年間どうもありがとうございました。

＜社会奉仕委員会＞
委員長 増田 繁

＜青少年奉仕委員会＞
委員長 笹川 英一
地域の人々とふれあい融和を計る活動をめ
ざし一年間、関、西村（清）、林委員と共に
協力して活動してまいりました。
○八街市社会福祉協議会主催の金婚式に協賛
○八街市小学校児童「地域ぐるみ福祉事業」
標語・ポスター作品に協賛
○８月「八街ふれあい夏まつり」ダーツゲー
ム、１１月「八街市産業まつり」バザーに
協賛等、地域の人々とふれあい、楽しい奉
仕活動になりました。会員の皆様のご協力
ありがとうございました。
反省点としては、上記の様な機会を利用し
てもっと「八街ロータリークラブ」の活動の
広報、イメージ向上に時間をついやしても良
いのではないかと感じました。

＜職業奉仕委員会＞
委員長

荒木 由光

私なりの諸先輩のアドバイスやセミナーに
出席しての考えを述べさせていただけるなら、
ロータリー精神の最も大切な根幹を
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青少年奉仕委員会の活動内容は主にイン
ターアクトクラブの行事に高校文化連盟と協
力して、青少年育成のプロジェクトを行って
います。
今年度も去年の８月２６日年次大会が市原
中央高等学校、市原ロータリークラブがホス
トで開催されました。
１１月１８～２０日には国外研修として台
湾へ千葉黎明高等学校の山崎小百合さんが参
加され、後日例会のゲストとして研修の報告
と謝辞、さらにお土産までいただきました。
今年5月11日に指導者講習会が鴨川市の文理
開成高校にて開催され、三大行事が無事良好
に目的を達成することが出来ました。
先ごろ青少年交換委員会より「貴クラブも
青少年交換のホストクラブになってみてはい
かがでしょうか？」という提案がありました、
当クラブ会員の方々の中にご希望がありまし
たら、是非参加されてはいかがでしょうか。
前年度委員長の木村さんのアドバイスと協
力のおかげで何とかやり遂げることが出来ま
した。次年度も委員長として努力してまいり
たいと思います。

＜ロータリー財団委員会＞
委員長 鎌形 芳法

なります。4月の奨学生、カウンセラーの顔合
わせから5月6月の研修会、10月の米山梅吉記念
館探訪研修旅行、その他3月の修了式まで多く
の行事があります。これらの行事はすべてロー
タリアンの賜物です。
今後ともさらなるご支援を賜りますようお願
い申し上げます。

【ご 案 内】
今年度のロータリー財団委員会は山本会
員と2人で行ってきました。様々な奉仕活動
（地区補助金の活用・グローバル補助金の
活用・ポリオプロジェクト・世界平和フェ
ロープロジェクト）をすることによって、
クラブの活性化と地域社会に貢献できると
思います。これら全ての事業は、年次寄付
で賄われています。
今 年 度 の 八 街 RC 寄 付 額 を 「 目 標 額
￥310,000」といたしましたが、『寄付額
￥321,400』となり達成したことをご報告い
たします。尚、黎明高等学校からの寄付金
も別途ありました事も併せてお伝えいたし
ます。会員皆様のご協力ありがとうござい
ました。

小澤 孝延会員

「ちばクラフト青空ビアガーデン」を、
八街駅北口市有地での開催準備を進めてい
ます。市民有志の実行委員会が立ち上がり、
千葉で初の県内クラフトビールが大集合し
ます。フードも豊かな大地に育まれた県内
産のこだわりの食材をプロの料理人に調理
を依頼しています。
日程は

7月7日、14日、21日、28日
8月4日、11日
9月1日、 8日
全て土曜日で時間は11時～17時です。

＜米山記念奨学会＞
委員長 生形 健一

市民発信の千産千消による地域活性化を
目指した「市民協働」のイベントです。
是非、皆様お誘いのうえご来場ください。

今年度米山記念奨学委員会は私と槍木委
員の２名で活動して参りました。今年度は
世話クラブとしてキム・チュウアイさんを
引き受け、槍木委員にはカウンセラーをお
願いして1年間活動してきました。
米山委員会は学生を対象とした委員会で
すので、4月から翌年3月までが主な活動に
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夜間移動例会
第2512回 2018年6月20日例会報告

【出席報告】

例会

【会長挨拶】

出席計
算会員 出席 欠席
数

6/ 20
30
24
6/ 6
31
24
会員総数 31名

6
7

出席
率％

80
77.42

ＭＵ

修正
出席率％

1

80.65

会長 萬来 謙一

（ 内名誉会員 4名

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率 84.83%
6/6メークアップ1名・笹川会員（ＩＡ）

点

鐘

会長

会

場

割烹やまもと

ソ ン グ

みなさん、こんばんは。
本年度最後の夜間例会となりました。一年
間を振り返って楽しい時間を過ごして頂き
たいと思います。
18日朝の大阪北部の地震にはびっくりし
ました。このところ千葉県東方沖でも地震
が続いていましたので気にはなっていたと
ころですが、大阪の都市部のそれも通勤、
通学時間帯に起きてしまった地震で被害も
多くなったようです。水道、電気、ガスと
ライフラインのダメージも多く、直接生活
に影響が出ています。この様な事が起きる
たびに、私たちも日頃から地震に対しては
準備しないといけないと思います。また、
地域としても普段から子供達や高齢者を見
守って行かなければと思います。地震はい
つ起こるか分からないので本当に怖いと思
いました。
フェイスブックにも大阪北部のロータリ
アンを心配する投稿がありました。これか
ら地区からの要請がありましたら、協力し
たいと思います。

萬来 謙一

奉仕の理想

元会員(2011〜12年度 第46代会長)の中山直樹さんがご逝去されました。ご逝去を悼
み、謹んでお悔やみ申し上げますとともに、心からご冥福をお祈りいたします。
通夜：6月23日（土）18時より
葬儀：6月24日（日）10時30分より
会場：セレモニーホール八街市民斎場
5

小川会員の乾杯！

槍木会員の一本締め！

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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