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会長 山本 和男 ・ 会長エレクト 門倉 光正

2018-19年度
国際ﾛｰﾀﾘｰ会長
バリー・ラシン
East Nassau RC（バハマ）

・ 副会長 増田 繁 ・ 幹事 門倉 光正

第2516回 2018年7月18日例会報告

【出席報告】

例会

【会長挨拶】

SAA 伊藤 武雄

出席計
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会員総数 32名
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4
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率％
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修正
出席率％

2

93.55

70.97
87.1

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率 93.55%
7/4メークアップ2名・生形会員（米山）
平野会員（理事会）

会長 山本 和男

（ 内名誉会員 4名

皆さまこんにちは

本日は石川ガバナー補佐がお見えになってお
ります。後程ご挨拶をお願いいたします。さて

点

鐘

会長

山本 和男

ソ ン グ

それでこそロータリー

お 客 様

第10グループガバナー補佐
石川 邦紘様（成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝRC)

毎日暑い日が続きます。まだまだ猛烈な暑さが
続く見込みだそうです。西日本の豪雨による災
害被災地に於いては、この暑さのなかでの復旧
作業にあたられている方や避難生活には大変ご
苦労されているかと思います。激甚災害に指定

第10グループG補佐副幹事
吉岡 正之様（成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝRC)

されるようですが一日も早い復興を祈ります。
今日は私的な事ではありますが、私の会社で

もこの暑さには危機感を持っています。マイナ

【ニコニコボックス】

ス25度の冷凍倉庫で作業しなければならない社
員がいるからです。冷凍庫から外に出ますと30

◇本日はよろしくお願いいたします。
第10グループガバナー補佐
石川 邦紘様（成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝRC）

度を超えてますから、少なくとも55度の温度差
があるのですから身体にはかなりの負担に
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【幹事報告】

なるかと思います。本来は、キャビン付きの

幹事 門倉 光正

フォークでヒーターをつけて作業するのです
が、今年は冷凍の需要が多いため、倉庫効率

を考え普通のフォークで防寒着を着て出入り
してます。この場合は20分やったら20分休み
を取らせなければいけないのですが、お客様
が待っていますと無理をしてしまうようです。
くれぐれも気をつけるように言ってはいるの
ですが 、毎日やっているので余り危機感を
持ってくれないのが現実です。又これとは逆

◎米山記念奨学委員長セミナーのご案内
日時：2018年8月25日（土）13時30分点鐘
場所：千葉商工会議所大ホール14F

の仕事が海苔の加工場で毎日行われています。 ◎インターアクト年次大会のご案内
日時：2018年8月25日（土）11時～15時30分
海苔を乾燥させる釜があるのですが80度の釜
場所：千葉県南総文化ホール小ホール

からの海苔の出し入れをしている作業者がい
ますが、夏は非常にきつい仕事です。いまだ

◎受贈週報と活動計画書…成田RC

かつて事故は起きていませんが 、 危機感を
持って取り組まねばと思っているところです。 【ご 挨 拶】
皆さまの働く環境は、いかがなものでしょう

ガバナー補佐 石川 邦紘様
（成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝRC）

か。
最後に、ロータリーについて、最近、立場
上思う事があります。「ロータリーって
何」って聞かれた時に、なんて答えたら良い

かです。皆さまは、なんて答えますか？私も
なんて答えたら良いのか悩みましたが同じ目
的、理念をもった職業人の団体と答えたらよ

今年のロータリー年度のテーマは「インス

いでしょうか。ロータリーの目的とは、皆さ

ピレーションになろう」です。私は長年にわ

んはご存じかと思いますが活動計画書の1ペー

たり、ロータリアンが活動を通じて真に意欲

ジに、ロータリーの友には6ページにいつも掲

を高めていく姿を見てきました。奉仕を通じ

載されているのですが、あまり語られる事が

て最も大きな影響をもたらす人とは、必ずし

ありませんが何故でしょうか。ロータリーの

も多くのリソース、豊かな経験、または幅広

目的の第１から第４迄の事を理解でき実践出

い人脈をもつ人ではありません。大きな影響

来たなら素晴らしいことかと思いますが、皆

を生むのは、インスピレーションを得た人た

さまはどのように思われますか。

ちです。何かをした経験、見た経験、または
誰かに会った経験など、その経験で心に火が
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ともされ、奉仕のインスピレーションを得た
のです。
今年度、ご自身の中にインスピレーション
を見出すだけでなく、人びとへ の インスピ
レーションとなってください。奉仕に意義を
見出し、影響を生み出す者としての自己を認

識し、さらに多くを成すことに意欲を燃やす

予定しております。

ロータリアン同士で力を合わせ、力強いクラ

地域社会の奉仕活動をすることでロータリー

ブと地区を築いていきましょう。情熱を持っ

クラブを地域の方に理解していただくことが大

て模範となり、現在よりもはるかに堅実な未

切だと思います。心強いメンバーと共に一年間

来へとロータリーを導いてください。

頑張りたいと思いますので、どうぞご協力の程
宜しくお願いいたします。

クラブ協議会
≪青少年奉仕≫ 委員 小久保 和子

司会

管理運営委員長 増田 繁

本年度青少年奉仕委員の小久保です。
我がロータリークラブは千葉黎明高等学校イ
ンターアクトクラブの提唱クラブであり、毎

≪社会奉仕≫ 委員長 関 由美子

年指導者講習会、年次大会、短期海外研修

こんにちは。今年度社会奉仕委員長を仰せ

などの活動をサポートしております。これら

つかりました関です。委員は福田会員、木村

の若者たちが海外に羽ばたき、日本はもとよ

会員、林会員の4名で一年間活動させていただ

り国際社会においても活躍の場を与えられま

きます。

すよう応援していきたいと思います。

奉仕の理念を基に地域社会の継続的プロ

他の奉仕委員会と比べますとまだまだ歴史

ジェクトである事業に参加活動を行うという

の浅い委員会ではありますが、笹川青少年奉

事で、8月に行われます「八街ふれあい夏まつ

仕委員長のご指導のもと頑張っていきたいと

り」のチャリティーバザーの協賛を例年通り

思いますのでどうぞよろしくお願い致します。
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≪ロータリー財団≫
委員長 萬来 謙一

≪米山記念奨学会≫
委員長 生形 健一

今年度米山記念奨学委員会委員長の生形です。

今年度ロータリー財団委員会は委員長の私

委員は平野会員と2人で活動します。

と西村清会員の二人です。

今年は世話クラブには選ばれませんでしたが、

9月1日に地区財団セミナーが予定されてい
ますので参加したいと思います。ロータリー

奨学生、卓話は申し込みたいと思います。また

財団の事業は年次寄付で賄われています。11

来年は、再び世話クラブに申請したいと思いま

月の財団月間には例年通り寄付のお願いをし

す。そして私は今年も昨年に引き続き地区委員

たいと思いますので、ご協力をお願いいたし

に選ばれましたので、地区活動に取り組みたい

ます。

と思います。
皆さんもご存じだと思いますが去年で米山記
念奨学会が発足して50年になり、これまで125

≪クラブ研修リーダー≫
委員長 原 弘行

の国から約2万人近くの学生を支援してきまし
た。そして巣立った学友は母国に戻りその発展
に尽くす人、国と日本の架け橋として活躍する
人など米山学友は様々な活動をしています。
これもひとえに各ロータリアンの寄付金によっ
て成り立っています。
米山記念事業は「平和日本を世界に伝え、国

● 地 区 Ｒ Ｌ Ｉ （ The
Rotary Leadership
Institute）にぜひ参加していただきたいと思
います。昨年度の日程実績は本年2月～6月ま
での1日計5日間でした。参加のメリットは①
ロータリの知識が豊かになる。②多くのロー
タリアンと仲間になれる。等があります。

際親善に寄与したい」という願いから日本の
ロータリアンによって設立されましたので、一
人でも多くの日本の理解者、日本の友人を作る
ことこそが米山記念奨学事業の使命であると考
えますので、これからもロータリアンのご支援

●グループ研修 今年度は会員からテーマを
出していただきグループ研修を計画いたした
いと思います。

ご協力をよろしくお願いします。

広報・公共イメージ向上委員会 ・高橋 宏一 ・ 川崎 尭信・鈴木 慶夫
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