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会長 山本 和男 ・ 会長エレクト 門倉 光正

・ 副会長 増田 繁 ・ 幹事 門倉 光正

【会長挨拶】

第2522回 2018年9月19日例会報告

【出席報告】

例会

出席計
算会員 出席 欠席
数
4
6

出席
率％
87.1
81.25

ＭＵ

修正
出席率％

2

87.5

（ 名誉会員 4名

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率 87.72%
9/5メーキャップ2名 萬来会員（理事会）
生形会員（米山）

鐘

会長 山本 和男

SAA 伊藤 武雄

9/ 19
31
27
9/ 5
32
26
会員総数 32名

点

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）

会長

こんにちは。本日は成田コスモポリタンロー
タリークラブより25周年記念のご挨拶にと藤﨑
様をはじめ3名の方にお越し頂いております。
後程、ご挨拶をお願い致します。
さて暑さ寒さも彼岸迄と言いますが、だいぶ
秋めいた陽気になって来ました。昨日、富里の
工業団地を通りましたら、歩道に植樹された
花水木が紅葉しているじゃないですか。すっか
り秋を思わせる風景でした。
秋は収穫時期で八街の名産でもある落花生が
掘り起こされている畑がちらほら見られるよう
になりました。たくさんの白い大きな実がさが
り豊作でないかと思われます。落花生はなかな
か機械化されずそれを掘り起こし返して歩く作
業が一番きついですよね。私も30年余り前には
腰を曲げて落花生返しをやりました。大変懐か
しく思います。今はトラクターでの掘り起こし
機が出来たみたいですがどんなものでしょうか。
八街の名産品として存続させる為には少しでも

山本 和男

ソ ン グ

手に手つないで

お 客 様

成田コスモポリタンRC
会長 村島 義則様
創立25周年実行委員長
藤﨑 政弘様
創立25周年実行副委員長
神谷 修一様

【ニコニコボックス】
◇奥様誕生日・ 小澤 孝延会員
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機械化させたいものです。八街の農業後継者
も後10年たったら今の半分になってしまうの
ではないかと思われます。この先日本の農業
は、どんなことになってしまうのでしょう。
今年高校野球でのヒーローだった金足農業高
校のあの若者には農業をやって良かったと言
える時代になって欲しいと思います。私も農
業後継者でしたが、農業では食えず落第しま
した。とにかく自然のなかで物を生産するの
ですから尚且つ半年から一年かけて価格の保
証もないですから。
私の所は今海苔を扱っていますが千葉の海
苔の生産者も10年前からみると3分の1になっ
てしまいました。この先どうなってしまうの
でしょうか。ロータリーの職業分類に農業と
言う人がいっぱい出て来て欲しいものです。

【幹事報告】

次に11月9～12日に国外研修が台北でおこな
われます。千葉黎明高校より２年生の小久保
愛さんが参加します。並びに小久保会員が引率
ロータリアンとして参加します。母子でみっち
り研修してきてください。以上青少年奉仕委員
会より報告いたします。

幹事 門倉 光正
【委員会報告】

ロータリー財団
委員長 萬来 謙一

◎成田コスモポリタンRC
創立２５周年記念式典のご案内
日時：平成30年11月17日（土）16時開式
会場：成田ビューホテル
◎インターアクト国外研修
オリエンテーションについて
日時：平成30年10月2日（火）14時から
場所：千葉市民会館４F

【委員会報告】

青少年奉仕委員長
笹川 英一

9月11日千葉市民会館にて第2回インター
アクト合同会議が開催されました。８月に
行われた年次大会の反省として、生徒たち
の1年に1回の発表の場であるので、なるべ
く多くのロータリアンに参加していただき
たいとのことでした。

9月1日(土) ロータリー財団セミナーに出席
しました。財団の目標としては、第一にポリ
オ撲滅、第二に世界平和のための人材育成と
いうことで、平和フェローシップの充実とい
うことでした。財団の活動資金は皆様の寄付
で賄われていますので、今年度も11月の財団
月間には寄付のお願いをしたいと思います。
地区の目標は財団に一人150ドル、ポリオに30
ドルをお願いしたいということです。また、
地区補助金についての変更がありました。地
区補助金を使う場合は本年度より、クラブ平
均で150ドル以上の寄付で100％還元、100〜
149ドルで90％、100ドル以下では80％という
ことです。11月の財団月間にご協力をお願い
いたします。
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【委員会報告】

米山記念奨学会
【創立25周年・PR】
委員長 生形 健一
成田コスモポリタンRC
創立25周年実行委員長
藤﨑 政弘様

昨年で50周年を迎えたロータリー米山記
念奨学会は、日本を留学先に選んでくだ
さった優秀な外国留学生を親日家や知日家
に育て、又世界へ放つ人材育成事業でロー
タリアンの寄付が目に見える事業です。
当クラブも、ここ10年で4名の奨学生を
引き受け、送り出してきました。すぐ結果
の出るものではありませんが、今年度も引
き続き米山記念奨学事業にご理解とご協力
をお願い致します。

まず2年前、青木ガバナーを輩出した際には、
八街クラブより地区幹事として、現山本会長、
月信委員として萬来さんにご協力いただき誠に
有難うございました。さて、11月17日土曜日、
成田ビューホテルにて創立25周年の式典、記
念講演、祝賀会を行うべく準備を進めておりま
す。記念講演には櫻井よしこさんをお呼びし、
日本を取り巻く国際情勢につきましてご講演を
いただきます。祝賀会は楽しく行いたいと考え
ています。多数のご参加をお待ちしております。
またそれに先立ちまして 、10月 10日第10グ
ループのゴルフコンペを当クラブ創立25周年
の冠を付けさせていただき、久能カントリーク
ラブで開催させていただきます。賞品も参加者
全員にご用意いたします。こちらも多数のご参
加をお待ちしております。宜しくお願い致しま
す。有難うございました。

【創立25周年・PR】
成田コスモポリタンRC
会長 村島義則様

【誕生日卓話】

川崎 尭信会員

本日は例会の貴重なお時間失礼いたします。
お陰様で当成田コスモポリタンロータリーク
ラブは25周年を迎えることが出来ました。創
立以来八街ロータリークラブの皆様には、ご
指導いただきありがとうございます。11月17
日にクラブ創立25周年の式典、祝賀会を執り 突然のご指名でまったく油断してました。
行います。皆様多数のご出席をお願いいたし
私は、昭和38年／1963年生まれで今年55歳
ます。詳細につきましては、実行委員長の藤 になります。結婚が遅かった為に二人姉妹の次
﨑委員長よりご案内させていただきます。宜 女はまだ小学６年生です。
しくお願い致します。
長女は高校１年生なのですが、部活のために
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早朝に家を出て帰りも遅い毎日です。出来る
橋岡久太郎ガバナー公式訪問
だけすれ違いにならないようにと思ってます
が、ついつい妻に頼ってしまうのが実情です。
（3クラブ合同例会）
その辺は反省するところです。
話は変わりますが、10月24日の移動例会の
会場に法宣寺を指名いただき感謝いたしてお
ります。八街の外れで大変な田舎ですがどう
第2523回 2018年9月26日例会報告
ぞ皆さんおいでくださいませ。尚、駐車場が
【出席報告】
手狭ですのでなるべく乗り合わせでのご来寺
をお願いしたく存じます。
出席計
簡単ですが、有難うございました。
出席
修正
算会員 出席 欠席
数

【会員卓話】

例会
9/ 26
29
13
9/ 12
31
24
会員総数 32名

西村 清会員

16
7

率％
44.83
77.42

ＭＵ

2

出席率％

83.87

（ 名誉会員 4名

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率 87.24%
9/12メーキャップ2名 萬来会員（R財団セミナー）
笹川会員（IA合同会議）

今月お誕生月の奥様が欠席のため
代わりにお話をしていただきました。

会

場

ホテル日航成田

点

鐘

会長 山本 和男

ソ ン グ

奉仕の理想・四つのテスト

お 客 様
2018-19 年度国際ロータリー第 2790 地区
橋岡 久太郎 ガバナー（佐倉中央 RC）

【お知らせ】

漆原 摂子ガバナーノミニー（勝浦RC）

林 政男会員

野池 尚美地区幹事長（佐倉中央RC）
萩原 勇作地区幹事、国際大会参加
推進委員長（佐倉中央RC）
鳥塚 亮地区幹事、月信委員長
（佐倉中央RC）

11月3日（土）の八街沖のまつり開催
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【会長挨拶】

皆が皆幸せを感じている瞬間とでも申し上げ
ましょうか、あっと言う間に時間が過ぎてし
まいます。時にはこのような時間を作り親睦
を深め、クラブの団結力を強める事も重要か
と思います。
最後に、八街クラブで忘れてはいけないこ
とがあります。それは八街名産の落花生です。
全国一の産地として有名です。これからが収
穫時期となります。橋岡ガバナーはグルメ通
だと伺っております。私のお薦めは「おおま
さり」という品種の茹で豆です。甘くて美味
しい一品かと思います。今が旬です。どうぞ
召し上がってみて下さい。

八街ロータリークラブ
会長 山本 和男

こんにちは。この度ガバナー公式訪問3クラ
ブ合同例会に際し、成田コスモポリタンロー
タリークラブの方々には会場設営やすべての
準備をして頂き、改めて御礼申し上げます。
【会長挨拶】
富里ロータリークラブ
本日は橋岡ガバナーはじめ、地区からの関
会長 秋葉 徹
係者の方々においで頂き、ありがとうござい
ます。クラブ運営等のご指導を宜しくお願い
致します。
さて、この後時間の都合上クラブ協議会を
省略して、幹事が一括して報告と言うことで
すので、私からはクラブの紹介をさせて頂き
ます。当クラブは、今年で創立53年を迎えま
す。3年前の50周年記念行事では、八街市のけ
やきの森公園に、防犯カメラの設置、財団へ
の寄付金贈呈、100%ポールハリスフェローの
認証取得をし、ビューホテルにて記念式典を
皆様こんにちは。富里ロータリークラブ今
執り行いました。その際には成田コスモポリ
年度会長を務めさせて頂いております秋葉と
タン、富里ロータリークラブの皆さんに、お
祝いにおいで頂きありがとうございました。 申します。本日はお忙しい中、橋岡ガバナー、
しかし周年事業が終わりますと退会者が何人 並びにガバナーノミニー漆原様お越し頂きあ
も出てしまいました。これは何処のクラブで りがとうございます。また本日は合同例会と
も同じような事が起きているらしいです。し いうことで成田コスモポリタンRCの皆様には
かし、その後会員増強委員会が頑張ってそれ 設営をして頂き誠にありがとうございます。
さて富里ロータリークラブですが、当クラ
以上の増強ができ、現在会員数は32名となり
ました。女性会員も3名います。今年度も会員 ブは今年で35周年を迎えることができました。
増強委員会が増強活動を一生懸命やっており その記念すべき35周年を迎えられたことは、
まして、来月にはもう１名の増強が見込まれ 今までの歴代会長をはじめ延べ160名の歴代
ているようです。会員増強に際してはなかな 会員のご尽力があった賜物だと思っておりま
か難しく、厳しいものがありますがクラブの す。心から感謝いたします。また当時富里
維持、存続を考えますと避けて通れない課題 ロータリークラブを設立するにあたり、スポ
であります。また会員の維持拡大と言うこと ンサークラブになって頂いた八街ロータリー
で充実した例会、楽しいクラブの運営と言う クラブの皆様のご支援があったからこそと思
ことなのですが今年度は夜間移動例会を従来 い、厚く御礼申し上げます。そのような大事
より1回増やして年5回としました。夜間は出 な節目の年に会長を務めさせて頂いたのは、
席率も良く例会の後の懇親会にはお酒も入り、 大変光栄であると同時に重責を感じておりま
す。できる範囲ではございますが、
この時の会員方の笑顔が何と申しましょう
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これからも第10グループはじめ、富里ロー
タリークラブは地域で活躍できる、地域に浸
透できるような活動をPRできれば嬉しいと
考えております。今回の35周年が良いきっ
かけになればいいなと思っております。いず
れにしましても皆様のご期待に応えられるよ
うに一生懸命一年間会長をさせて頂きたいと
思いますのでよろしくお願い致します。簡単
ではございますが挨拶とさせて頂きます。
ガバナー公式訪問は単独でというクラブ以外、
【会長挨拶】
成田コスモポリタンＲＣ 近くのクラブ同士で執り行ってほしいと推奨さ
れています。同じグループ内でなかなか普段一
会長 村島 義則
緒になることはないから出来れば合同でという
ことです。そういうことで今回は3クラブ合同
にさせていただきました。それから私は懇親と
か飲んだり食べたりするのが3度の飯より好き
なところがありまして是非、懇親会を開いてほ
しいとガバナー補佐の皆様にお願いしました。
特に第10グループの石川ガバナー補佐は合点
承知と言わんばかりに喜んで引き受けてくれた
ので楽しみにしております。懇親会では自分の
代わりに出来るだけ多くの皆様とお話しをして
皆さんこんにちは、本日は橋岡ガバナー、 そして今年度のテーマもお話させていただいて
尚且つ国際ロータリーについてのご意見等があ
漆原ガバナーノミニー、そして八街ロータ
リークラブ、富里ロータリークラブの皆さん れば聞いてくるようにとRIバリー・ラシン会
成田にお越しいただきありがとうございます。 長から申しつかい使いましたのでこういう形を
会場、設営等私どものクラブで行わさせて とらせていただきました。特に本日は青木パス
トガバナーのクラブということで大変楽しみに
いただきましたが、3クラブ合同の公式訪問
して参りました。青木ガバナー年度の時、私は
ということで例年と設営やプログラムなど多
少違います。不行き届きの点もあるかと思い エレクトノミニーで青木ガバナーと成田コスモ
ポリタンロータリークラブの皆様には大変いろ
ますがどうぞよろしくお願い致します。
んなことをご教示、お教えいただきましたこと
本当にありがたく思っております。今日は改め
てあの時の感謝を申し上げたいと思います。あ
【卓
話】
第2790地区ガバナー
りがとうございました。
橋岡 久太郎様
そして八街ロータリークラブですがSNS等
で原さんをはじめといたしましてクラブあげて
皆さん、こんにちは。今年度第2790地区
のご活躍を拝見させていただいております。
2018-19年度ガバナーを拝命させていただい
また富里ロータリークラブでございますが近
ております橋岡久太郎と申します。本日は
年本当に最近ですが大変な若手の入会があった
どうぞよろ しくお願 い致しま す 。 第 12グ
ということで当地区、今現在のメンバー数は
ループ佐倉中央ロータリークラブ所属でご
2,834名でございます。そのうち30台という方
ざいます。今年度からグループという名称
が18名だったのですがここへ来て富里ロータ
が使われておりますが、日本は34地区のう
ち半分以上がグループで分けられています。 リークラブにどどどっとお入りくださったとい
うことで数字が多分ガ―っと増えたと思います。
また、クラブ名にＡＢという呼び名があり
そんな皆様方のところへお邪魔させていただく
ましたが、これも無くしました。これから
ということでとても楽しみに参りました。
親しんでいただければと思います。
今日は一日よろしくお願い申し上げたいと思
今日は3クラブ合同ということでお邪魔し
います。
ています。近年国際ロータリーは出来るだけ
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１）RI会長テーマ
「インスピレーションになろう」

９）2019年 国際大会のご案内
（6月1日～5日 ドイツ・ハンブルグ）

２）地区テーマ「伝統と未来」
３）伝統とは、１００余年におよぶロータリー
【クラブ協議会】
の歴史と「４つのテスト」
未来とは、間もなく訪れる「ポリオゼロ」宣言
司会進行 石川ガバナー補佐
ロータリーが１９８５年ポリオ撲滅活動を立ち
上げて以来発症率99.9％減、疾病との戦いにお 八街ロータリークラブ事業報告
幹事 門倉 光正
けるロータリーの成果２５億人の子ども達にポ
リオの予防ワクチンを提供
４）地区サブテーマ

～誇りと連帯感～

５） ロータリー創世以来の理念を忠実に守り
実践 地域、世界で貢献している会員たち 信
頼の絆で友情を育むその姿をお近くの樣々な方
に見せてください。
６）クラブの皆樣へ
2018-19 年度のRI 会長テーマをよく理解し
て頂き、愉しく充実したクラブライフをお過ご ≪社会奉仕委員会≫
八街ロータリークラブは８月１８日に開催され
しください。その姿をお近くの樣々な方に見せ
た「八街ふれあい夏まつり」に参加し、子供たち
てください。
を中心としたダーツゲームを行い、たくさんの子
供たちや大人の参加がありました。また、社会奉
７）地区運営ビジョン
①今こそ「ロータリークラブとは」「ロータリ 仕委員会は１１月に予定されている「八街産業ま
つり」にも参加し、会員が持ち寄った品物を使っ
アンとは」の世間一般からの問い掛けに
一人一人が明確に自分の考えで答えられる樣に、てバザーを企画しています。
夏まつりとバザーの売上金は八街市社会福祉協
改めてロータリーの素晴らしさを再考されてく
議会などに寄付されます。このように八街クラブ
ださい。
②世界のロータリーは、激動変革の時代を迎え は地域密着の活動を続けています。
また、夏まつりには「ポリオ撲滅」の広報活動
ています。日本のロータリーもその流れから外
を行い一般の人々からも寄付をいただきました。
れる事は許されません。
③しかし、日本のロータリーが１００年近い歴 この「ポリオ撲滅」の活動は１１月の産業まつり
にも実施したいと思います。
史の中で、ロータリー創世以来の理念を
忠実に守り実践してきた良き伝統を誇りに思い、
≪国際奉仕委員会≫
胸を張って継続して行くべきだと考えます。
友好クラブである台湾の台北芝山ロータリーク
④伝統とは、継続してきた旨を理解し守るもの
ですが、同時に、立ち止まってはいけないもの ラブとの交流を引き続き進めていきたいと思いま
す。また、毎年国際大会に数名の会員が参加して
でもあります。
⑤マイロータリーに登録されてください。お役 います。国際大会の参加報告も写真などを使って
会員に発表していただいています。
に立つ樣々な情報を見ることができます。
８）私たちの標語「超我の奉仕」からインスピ ≪青少年奉仕委員会≫
千葉黎明高等学校インターアクトクラブの提唱
レーションを得てください！
地区チームは皆樣方の、クラブライフの充実と クラブとして指導者講習会や年次大会に参加して
います。国外研修にもインターアクトクラブの生
ご成功を全力で応援いたします。
徒さんに参加していただき、八街クラブの例会で
研修の報告をお願いしています。
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≪会員増強・退会防止委員会≫
今年度の状況としては、７月１日に１名の
入会がありました。現在、会員の推薦が１名
あります。今年度中に、あと数名の会員増強
をしていきたいと思っています。

≪広報・公共イメージ向上委員会≫
昨年ホームページを再開しました。八街ク
ラブのフェイスブックも開設されていて、た
くさんの人々にアクセスしていただいていま
す。これからもたくさんの情報を発信してい
きたいと思います。
以上、本年度の主だった活動報告ですが、ク
ラブの運営方針としては、３名以上の会員増
強、地域密着の奉仕活動の継続、プログラム
の充実した楽しい例会の開催に努めていきた
いと思います。

富里ロータリークラブ事業報告
幹事

＜ガバナー講評＞

八街RCについて

フェイスブック等でクラブ内でがんばってい
る姿を拝見しております。これからもどうぞ続
けていっていただきたいと思います。夏まつり
ですとかそういう時はぜひ地区の方に一言声を
かけて頂いてロータリーの旗をお使いいただい
てロータリーのアピールをしていただきたいと
思います。せっかくのロータリーデーの旗でご
ざいますのでぜひご活用ください。
会員増強・退会防止委員会についてですが地
区の組織図を見ていただくとわかるのですが退
会防止を外し、維持拡大に変更しました。嫌だ
と思いませんか？退会防止って。一度入ったら
抜けられないクラブと思われるので維持拡大に
変えさせていただきました。辞めたい人は辞め
させてあげてください。こんなに素敵なクラブ
ですからそれでも辞めたいという方にはどうぞ
お引き取りくださいということで防止なんか絶
対になさらないでいただきたい。

寒郡 茂樹 【質疑応答】
Ｑ〉地区大会について 山本和男会長
昔の地区大会楽しかったみたいなのですが
もう少し楽しい地区大会にならないでしょう
か？
Ａ〉橋岡久太郎ガバナー
今回の地区大会は今までのプログラムの構
成をがらっと変えさせていただきました。毎
年、遠くからいらっしゃる会員の方は、折角
の記念講演を聞かずに帰られてしまいます。
そのため、午前中に記念講演を持ってきて、
表彰、報告などは午後にいたしました。お昼
には、美味しいお弁当をご用意しております。
そして懇親会はスーパー懇親会とさせていた
だきました。どうぞご期待ください。

成田コスモポリタンロータリークラブ事業報告
幹事 藤﨑 康人

Ｑ〉クラブ協議会での質問・要望
高橋 宏一会員
八街ＲＣが「八街ふれあい夏まつり」に参
加協力をするにあたり、「この機会にロータ
リー活動を一般市民に知らしめるための広報
に役立つものが何かないか」と地区ガバナー
事務所へ問い合わせたところ、ガバナー事務
所からは「Rotary Day」の旗ならあります
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という回答がありました。ガバナーからも先
ほど「旗があるので是非広報に使ってくださ
い。」というお話でしたが、旗は八街クラブ
ですでに持っていますし、私としては「旗し
かないのか」という感じでした。ロータリー
の広報に役立 つ資料やポ スターな どの 媒体
グッズをもっと揃えてほしいというのが我々
からの要望です。

Ａ〉橋岡久太郎ガバナー
申し訳ございません。そういう方向で考
えてみます。

漆原ガバナーノミニーご挨拶

懇親会・山本会長の乾杯挨拶

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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