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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2521回 2018年9月12日例会報告
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【会長挨拶】

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率 87.75%
8/24メーキャップ2名関会員、泉水会員（理事会）

会長 山本 和男

（ 名誉会員 4名

点

鐘

会長

みなさんこんにちは 本日は石川ガバナー補
佐にお越し頂いております。お忙しい中、ご

山本 和男

苦労様でございます。

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)

震度 7 の地震がおきてしまいました。被災者

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)

で困るのは、食料や水、燃料、停電時の対策

さて毎週災害の話になりますが、北海道にて

の方にお見舞い申し上げます。この様な災害

が如何に大事か、改めて思うところでありま

す。皆さん、非常時の備えは出来ているで

【ニコニコボックス】

しょうか。これを機会に再度見直しておきた

◇本日７chテレ東京「ソレダメ！」PM６：５５～８：００
落花生の効用やります。
増田 繁会員

いものです。

◇よろしくお願いします。
石川邦紘ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐様

が、石川ガバナー補佐にはガバナー公式訪問

本日はこのあとクラブ協議会が行われます

に向けてご指摘、ご指導の程を宜しくお願い
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致します。まずは私からガバナー公式訪問前
の事前報告書がきましたので、それに解答しま

【幹事報告】

幹事 門倉 光正

したので聞いてください。
【運営方針】
▪活力あるクラブ運営

▪地元密着型の社会奉仕活動の継続クラブの
特徴
▪53 年の歴史あるクラブ(チャーターメン
バーもいる )

◎2021-22年度ガバナー候補の公表
千葉RC 梶原 等 君

▪女性会員が3 名いる
▪しっかりとした例会に努めている。

◎2017-18年度2790地区会計報告について

プログラムの充実出席率 85%
▪広報活動としてフェイスブックで広報、そ

◎地域ぐるみ福祉推進標語・ポスター
審査結果について

してホームページに週報を載せている.
◎ツーリングのご案内
開催日：平成30年11月11日（日）
集 合：館山自動車道 市原SA

▪国際大会に毎年参加している
▪100%ポールハリスフェロー認証取得 、
地域国際奉仕活動

◎受贈週報等

・成田RC

・八日市場RC

▪台北芝山クラブ（台湾）と友好クラブを
結んでいる

【委員会報告】

【目標】▪会員増強 3 名以上
【地区への要望】 ▪地区大会がもっと楽しい

社会奉仕委員長
関 由美子

と思う大会にして欲しい

以上の報告書を提出したいと思います。ご理
解下さい。社会福祉協議会による標語ポスター
審査会のロータリー会長賞を発表します。標語
の部は「伝えてね あなたの声が とどくから」
朝暘小4 年生、ポスターの部は実住小4 年生で
した。
なお社会福祉協議会のチャリティーゴルフ大
会が250名の参加者で9月29 日に行われるそう
です。その際に協賛して下さる企業を募ってい
るので、クラブの皆さんのご協力を宜しくとの
ことでした。
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「八街市産業まつり」
チャリティーバザーについてのお願い
恒例の「八街市産業まつり」において、本年
もチャリティバザーを行いますので、皆様の
ご協力をお願いします。
○日 時 １１月２５日(日曜日)
○場 所 八街中学校校庭
○バザーで販売する物品の搬入・受付
９/19 10/10 11/７ 11/14
例会時にご持参ください。

○会員お一人につき３点以上お願いします。
○ご提供品で下記のようなものは受付できま
せんのでご注意ください。
・使用済みのもの
・賞味期限の経過した食品
・未使用であっても汚れのあるもの
○どうしても販売する物品の拠出ができない
方は、3千円を申し受けます。
是非ご協力お願いします。
○集合時間等は後日お知らせします。

間、約120万人程度で低迷しており、成長し
ておりません。したがって今こそロータ
リークラブに変化をもたらす必要性があり、
意識改革をしなければならないことだと考
えております。
それぞれのクラブ、ロータリアンは【 イ
ンスピレーション（「創造的思考に対する
刺激、鼓舞」「人の創造性を刺激や鼓舞す
る人」）（創造性）を働かせてロータリー
に変化をもたらす発想の転換を行い、新発
想の元にロータリーを活性化させることが
重要である 】と述べています。また、具体
的には「船を造りたいなら木を集めさせた
【ご 挨 拶】 第10グループガバナー補佐
り、作業や任務を割り振るのではなく、は
石川 邦紘様
てしなく続く広大な海への切望の心を培う
ことから始めなさい」皆さんの仕事は船を
造ることではありません。より良い世界を
作ることです。より良い世界を作りたいな
ら、ロータリアンの魂を呼び起こし、その
能力と可能性、そして私達一人一人の中に
ある切望の心を引き出さなくてはなりませ
ん。」とも述べています。大変哲学的です
が、これがインスピレーションの意味だろ
うと思います。
国際ロータリー第2790地区ガバナー 橋岡
久太郎氏のテーマは「伝統と未来」、サブ
今年度ガバナー補佐を拝命しました成田コ
テーマ
スモポリタンＲＣの石川邦紘です。
「誇りと連帯感」となっています。
私は昭和59年5月に成田ＲＣに入会し、その
「伝統」とは2017-18ＲＩイアン・ライズ
後成田コスモポリタンＲＣを設立する為に平
リーパスト会長が国際会議で言われた100余
成5年12月に移籍し、34年間ＲＣに在籍しまし
年に及ぶロータリーの歴史と「四つのテス
た。その間、成田コスモポリタンＲＣの10周
ト」であり、これが他団体との明確な違い
年の会長をしながら成田青年会議所やＲＣの
です。
奉仕の精神を通じて学び、一般的なＲＣ会員
「未来」とは、間もなく訪れる、25億人の
と同じようにＲ財団、米山奨学会や地域社会
子供たちにポリオ予防ワクチンを提供する
に貢献する活動に参加をし、現在は出席免除
「レガシー・ポリオゼロ」宣言です。1985
会員となり皆様の活動計画書に寄稿したよう
にゆっくりとＲ活動を楽しんでおりましたが、 年にロータリーがポリオ撲滅活動を立ち上
げて以来、発症率は99.9％減。これは疾病
この度、ガバナー補佐の指名により再度ロー
との戦いにおけるロータリー活動の成果で
タリーを勉強させて頂く事になりました。
あり、より良い世界の未来になるように、
2017-18年度の国際ロータリー会長バリーラ
このような奉仕プロジェクトを継続的に強
シン氏は113年前ポール・ハリスが創設した頃
く推進する事です。
は会員と親睦をはかり友情を見つけ、地域社
また、「 誇 りと連帯 感 」とは 、 ロ ー タ
会で人々との繋がりを築く方法を提供してい
リーは世界中の人生に前向きな素晴らしい
た後に奉仕精神が芽生え、組織の成長と共に
人々が集う集団であり、地域、世界で貢献
その影響も膨らんでいきました 。間もなく
している会員たちが信頼の絆のもとに友情
ロータリー財団の支えもあり、ロータリーの
を育んでいることです、と述べています。
奉仕は世界中の家族や地域社会の人々との生
皆様へ特にお願いしたい事は
活を変えていくようになりました。しかし、
① 会員増強です。2名あるいは10％純増の
残念ながらロータリーの会員数はこの20年の
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いずれかを目標にして頂きたい。特に40歳未 【クラブ協議会】
満の会員、及び女性会員の増強をお願いいた
します。
② 各クラブはロータリー財団が支援する地
区補助金、グローバル補助金を活用した奉仕
社会奉仕委員長
プロジェクトの立案と申請、実施を奨励しま
関 由美子
す。
③ ロータリー財団の地区補助金の原資とな
る年次寄付については、寄付ゼロクラブを無
くし、会員一人当たり150ドルを目標とし、
併せてポリオプラスの寄付の目標額を会員一
人当たり30ドルとします。またグループから
10名以上のポール・ハリス・フェロー（財団
会員増強・退会
防止委員長
への累計寄付額が1000ドル以上に達した寄付
伊藤 嘉一
者）、5名以上のポール・ハリス・ ソサイエ
ティー（毎年1000ドル以上を、年次基金、ポ
リオプラス基金、財団が承認した補助金のい
ずれかに寄付して下さるロータリー会員と
ロータリー財団支援者）を輩出するようお願
いいたします。
広報・公共イメー
その他の委員会等については地区研修会等
ジ向上委員長
で各委員長方々は学んで頂いている事と思い
高橋 宏一
ます。
今年度の情報研修会のテーマ「分かりやす
いロータリー」・サブテーマ「職業奉仕を再
考する」となっています。ＲＩとロータリー
クラブの距離を近づけるべく“分かりやすい
ロータリー”を目指し、様々な解釈が横行す
職業奉仕委員長
るロータリーの奉仕（サービス）、特に職業
荒木 由光
奉仕について、第2790地区としてのスタン
ダードとなるインスピレーションを提言させ
て頂きます。
橋岡ガバナーの方針による統一テーマ「職
業奉仕」について各委員会の研究成果を発表
し、研修いたします。新入会員向けではなく、
全員参加を基本とし、特に会長・幹事・役
国際奉仕委員長
員・ベテラン会員の皆様方にご参加を頂き、
大畑 喜信
質疑応答の時間を充実させて頂きたいと思い
ます。
是非皆様会員のご参加をよろしくお願いいた
します。
本日は長々お話しさせて頂きましたが、是
非ご理解とご協力をお願いいたします。
ご清聴ありがとうございました。

司会 増田 繁

米山記念奨学会
委員長 生形 健一

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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