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【出席報告】

例会

◇奥様誕生日・槍木勝典会員・西村清会員
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【会長挨拶】

西村清会員

会長 山本 和男
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点

鐘

会長

斉

唱

君 が 代

ソ ン グ

ＭＵ

◇2学期が無事始まりました

山本 和男

こんにちは たいへん暑い日が長く続きましたが、

四つのテスト

9月になりいくらか涼しくなって来ました。台風21

【ニコニコボックス】

号も25年ぶりの大きな台風ということで、広い範
囲で被害が出たようですがこの地域は災害もなく
何よりでした。

さて毎年行われています社会福祉協議会に於
ける、標語・ポスターの審査会が先月ありました。
小学校の4年生から6年生が対象でしたが、いず
れも選ばれて出品されたものだけに甲乙つけ難

く、審査する方々も大変緊張して審査にあたりま

◇本人誕生日・伊藤武雄会員・西村頼子会員
・川崎尭信会員

した。審査結果ですが子供さんの名前を公表
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して良いかどうか学校に問い合わせしているそう

【理事会報告】

幹事 門倉 光正

ですので次週に発表したいと思います。個人情
報保護法を考慮してのことですかね。
次に先月末には2790地区会員増強・維持拡大
セミナーが開催されました。 当クラブからは会員
増強委員長の伊藤さんと会長・幹事で参加しまし

た。 テーマとして、「会員増強はクラブと会長の重
要課題で各クラブ2名以上の純増を達成しましょう。
女性会員と30歳代の若い会員の入会を促進しま
しょう。」ということで橋岡ガバナーの挨拶を頂いた

あと講演に移り、銚子ロータリークラブパスト会長
の信太秀紀さんの「共感力」という講話をして頂き
ました。
信太さんは新生運輸の代表で、就任以来現在６
つの会社の代表をされ事業に成功し、最近では
テレビにも出演されているそうです。ユーモアある
共感できるお話をして頂きました。
そのあと15テーブルでテーブルディスカッション
が行われました。 私のテーブルは会長だけでし

≪報告事項≫
1.会計報告
2. 八街市社会福祉協議会 標語ポスター審査会
出席報告
＊受賞者は決定したが発表は次週まで検討
3. 9/16 (日）奉仕プロジェクトセミナー
＊大畑委員長（国際）荒木委員長（職業）出席
4. ９/21（金）第2回会長幹事会
「割烹やまもと」 八街クラブ担当
＊山本会長、門倉幹事 出席

たが、会員増強に於いてはどこも苦慮されている

5. 9/11（火）インターアクト合同会議
＊笹川委員長出席

とのことでした。そこで現在会員の維持拡大として

6.その他

どのようなことをしていますかという議題では、共
通した意見が夜間例会を増やしている。その理由
は昼間は仕事の都合で出られないが夜なら出ら
れる。出席率向上、お酒が入ると普段会話の無い

方との会話が出来る。親睦を深めることに於いて
絶対やるべきなど。
なお地区への要望はありますかと言う質問に関
しては、地区大会をもっと楽しい大会にして欲し

い。挨拶ばっかりでさんざん。昔の地区大会はた
いへん楽しかった。と言う意見を皆さんから言わ
れました。 いずれにしても会員増強維持拡大の
特段な方法はなく、地道に努力するしかないので

≪審議事項≫
1. 八街ふれあい夏まつり 会計報告
景品：39,359円 売上：47,100円
2. 八街ふれあい夏まつりの反省
・景品の品切れ（はずれが残った）
・当たりの幅の見直し
3.ガバナー公式訪問について（9/26）
・準備 ・交通手段 ・経費（懇親会費、会場費）
＊会場費等かかった経費は3クラブで折半
（登録料は全額クラブで負担する）
4.情報研修会(10/17)及び地区大会(10/28)の
交通手段について
＊情報研修会はホテルのバスを手配
地区大会は乗り合わせ（車出しの方に交通費）

はないかと感じました。
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【委員会報告】

5. 会員増強について（方法など）
＊会議所の青年部を誘って例会に参加して
もらいロータリーを知ってもらう。
会員全員が増強の意識を高める

青少年奉仕委員長
笹川 英一

6.その他
＊地区大会のあり方について

【幹事報告】

幹事 門倉 光正

◎情報研修会について
日時：平成30年10月17日（水）14時点鐘
会場：ホテル日航成田

８月25日（土）第52回インターアクト年次
大会が館山市にある千葉県南総文化ホールに於
いて、ホストクラブ県立安房拓心高校、スポン
サークラブ千倉ロータリークラブ担当で開催さ
れました。
当クラブから私と小久保会員の2名、千葉黎
明高校より生徒、引率教諭各2名の総勢6名で
参加してきました。
来賓の南房総市長石井裕様、第2790地区橋
岡久太郎ガバナー、安房拓心高等学校校長高津
康平様の挨拶の後、今回は「～結～広める・深
める・結ぶ」をテーマに午前の講演は講師に城
西国際大学、観光学部教授 倉林眞砂斗様より
「文化理解と国際理解」を演題に世界各地でそ
れぞれ存在する文化、日本特有の食文化と思わ
れる餅もアジアには数多くみられる文化の一つ
であるとか、外国人世界に紹介している日本人
文化など興味深く拝聴しました。
昼食の後ロビーに於いて各高校のポスター
セッション、おのおの趣向をこらした活動内容、
報告でありました。
午後の講演は医療法人社団優和会、社会福祉
法人おかげさま理事長松永医院院長である松永
平太様が冒頭より映像をふんだんに使用しラフ
なファッションスタイルで高校生たちには大変
好評でありました。
テーマ『いのちの流れ』～いのちの大切さ、
老いの現実～人生の目的は？幸せって何、楽し
みと歓びのちがいは？寸劇による認知症の3つ
の対処の仕方をわかりやすく説明「ごはんま
だ？」「家のヨメはドロボウ」「私お家に帰り
ます」生徒たちにも大変興味深く参考になった
と思います。
充実した大会内容で時間が押してしまい、帰
りの電車の都合で遠方よりの高校が閉会式途中
で退席するアクシデントもありましたが、大成
功のうちに無事閉幕したことを報告いたします。

◎インターアクト合同会議のお知らせ
日時：平成30年9月11日（火）15時点鐘
会場：千葉市民会館
◎会長幹事会のお知らせ
日時：平成30年9月21日（金）18時より
会場：割烹やまもと（八街RC担当）
◎受贈週報と活動計画書 ・印西RC

【委員会報告】

社会奉仕委員長
関 由美子

８月１８日に行われました「ふれあい夏まつり」
には、お暑い中をご協力いただきありがとうござ
いました。本年もお子様を主体にダーツを行いま
した。景品代として39,359円を支出しました。売
上金額は47,100円でした。
参加会員皆様にお配りしました飲物は、山本
会長からお心遣いとしていただきました。
前記クラブ支出の景品のほかに、景品、つかみ
取り、販売等に、下記の会員の方々から物品の
ご寄付をいただきました。
山本和男会長、福田守会員、大野眞里会員、
荒木由光会員、西村清会員、増田繁会員
3

【会員卓話】

高橋 宏一会員

困っている人がいて、金親さんが傘を差しかけて
やったら、一緒に会場を探して同行してくれた。ま
ず参加登録をして、バッジ(名札)を受け取る。そし
て「友愛の家」へ。友愛の家で信任状提出のブー
スをようやく見つけて提出を済ませた。友愛の家
で売られているピザで昼食を済ませて一旦MMC
を出て、２台のタクシーへ分乗して、ロイヤル オ
ンタリオ 博物館の見学に行く。展示は膨大で全
員が少々疲れ気味になった。
Toronto Don Valley Hotel＆Suites 泊り

６/24(日)
今日も朝から雨 国際大会は午後の開会式に
出席するのだが、午前中は市内の博物館めぐり
6月22日(金)から６月29日(金)まで、カナダ トロ をしてから開会式に臨むつもりで、まず「Shoes
ントで開催されたロータリー国際大会参加を兼ね Museum（靴博物館）」に行ったが、日曜日で休館、
て、カナダオンタリオ州を旅行してきました。国際 仕方なくマーケット（市場）へ。そこも休みだった
大会への参加者は、第2790地区(千葉県)からは、 がその中にある日本にある“食堂“のようなレストラ
私達を含めて五十数名と聞いております。八街か ンで昼食をとる。ちょうどワールドカップサッカー
らは樋渡会員と私髙橋、千葉南クラブから出井さ 日本対セネガル戦をテレビ中継していたので、そ
ん、金親さん、市原クラブから当時ＡＧを務めて れを見ながらゆっくりと昼食。試合が引き分けに
おられた小池さんの５人で一つのグループを作り、 終わるまで観戦。雨も上がったので国際大会開
樋渡さんのお骨折りで手作りの旅程でトロント国 会式が行われるＡｉｒ Canada Ｃｅｎｔｅｒまで歩いて
際大会参加を含む６泊8日のカナダ オンタリオ州 向かう。地図上では近いと思っていたのだが、か
の旅行を楽しんでまいりました。カナダから帰国 なり歩いて会場へ着く。並んで順番を待ち、セ
後２ヶ月を過ぎて、記憶も薄らいできましたが、写 キュリティ チェックを受けて入場。並んで入場を
真を見ながら記憶をよみがえらせてお話してみた 待つまでの間、列の前後の海外からのＲｔｎ．とひ
いと思います。紙面の都合で大会参加を含む前 と時の交流の時間を持つことが出来た。ポルトガ
半の３日間の日記を掲載させていただきます。
ルやカナダのケベック州からのＲｔｎ．であった。
１時間余り並んで待って開会式会場へ ＡＣＣ
６/22(金)
16：30 CA10便 成田空港を離陸 はかなり大きな広い会場で、アイスホッケーなど
フライト時間９時間40分で中継地のカナダ アル ができ、スタンドも相当数ある色彩豊な会場だっ
バータ州のカルガリー国際空港に着陸しました。 た。前の方で我々５人は並んで着席することが出
カルガリーはアルバータ州にあるカナダでは３番 来た。言葉は分からないが、今何をやっているか
目に人口の多い都市で、標高は海抜一千ｍを超 はわかる。参加各地域と国の紹介がアルファベッ
えています。１時間余りの乗り換えでトロントに向 ト順に紹介された。日本の国旗日の丸が振られ、
かう。カルガリーから４時間余りのフライトで、トロン 紹介されるとひときわ大きな拍手で盛り上がった。
トピアソン国際空港に着陸、成田を出てから約１５
ライズリーRI会長の開会あいさつ、バリー・ラシン
時間あまりかかってようやくトロントに着いた。
RI会長エレクトのスピーチ、イギリスのアン王女(ポ
荷物を受け取りタクシーで20分ほど走り、Toronto リオ撲滅におけるRtn.の尽力に対する感謝の演
Don Valley Hotel ＆ Suites にcheck in
説)、カナダのトルドー首相(ポリオ撲滅推進功労
このホテルに今日から４泊することになる。
賞)の演説などを聞いたりその他余興等を楽しみ
ました。
６/23(土)
17：30 湖畔に近いウエスティンハーバーキャッス
朝から雨。 私は今まで延べ日数では１００日くら ルホテルで開催される千葉ナイトに出席するため
い北米大陸にいたことがありますが、本格的な雨 会場を退席 歩いてホテルに到着 38階のレスト
で傘を差したのは初めてでした。気温も20℃に届 ランで、寺嶋ガバナーをはじめ約50人が出席して、
かないようだ。朝からバスと地下鉄(メトロ)を乗り継 オンタリオ湖を眺めながら「千葉ナイト」が開催さ
いでトロントユニオン駅へ。 トロントでバスへ乗る れました。寺嶋ガバナーのおひざ元柏RCが一番
のも、チケットを買うのも初めての経験。樋渡さん 多く出席され、当第9分区からは、諸岡靖彦ガバ
はタクシーで行けば簡単だが、バスや地下鉄を ナー補佐ご夫妻、富里から寒郡茂樹さん、成田
使えばその都市の様子がわかり、何事も経験だと CPから青木パストガバナーご夫妻が参加されまし
いう事で公共の乗り物を利用した。確かにいい経 た。夜9時ころまで明るくて、湖を眺めながら旧知
験だった。ユニオン駅から国際大会の開かれるメ のRtn.、初対面のRtn.と22時前まで歓談しました。
トロ トロント コンベンションセンター(MCC)に歩 そして2台のタクシーに分乗しホテルに戻りました。
いて向かう。国際大会の登録受付の場所も分か （Toronto Don Valley Hotel＆Suites 泊り）
らず、躊躇していたら、外国人が傘がなくて

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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