国際ロータリー第2790地区
The Rotary Club of Yachimata
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例会場 八街商工会議所 ３階 大ホール
毎週水曜日 12:30～13:30
電 話 043‐443‐3021
FAX 043‐443‐7221
創立 1966年(昭和41年)5月22日

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2524回 2018年10月10日例会報告

【出席報告】

SAA 伊藤 武雄

出席計
算会員 出席 欠席
数

例会

10/10 31
21
9/ 19
31
27
会員総数 32名

10
4

出席
率％

ＭＵ

修正
出席率％

1

90.32

67.74
87.1

【ニコニコボックス】

（ 名誉会員 4名

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率 87.58%
9/19 メーキャップ1名・高橋会員（富里RC）

点

鐘

会長

斉

唱

君 が 代

ソ ン グ

◇本人誕生日 ・小川 嘉一会員 ・笹川 英一会員
・小久保 和子会員・泉水 宏之会員

山本 和男

◇奥様誕生日・鎌形 芳法会長 ・伊藤 武雄会員
◇結婚記念日・小川 嘉一会員 ・福田 守会員
・生形 健一会員 ・増田 繁会員
・大畑喜信会員

四つのテスト

◇ガバナー公式訪問、無事終わりました。
山本 和男会長
◇新会社設立しました。
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山本 和男会長

【会長挨拶】

会長 山本 和男

手伝ってくれるので、大変助かった思いでが
あります。でも魚を、扱っていたので、臭く
てしかも大きな30センチ位のネズミがありま
した。ハエは、まるまると肥えた銀バエがい
ました。今思うとそんな汚なかったイメージ
しかありません。しかし、今度の豊洲につい
ては最先端の衛生管理のできた設備です。私
も食品を扱っていますので豊洲の市場のテレ
ビ放映があると、良く見いってましたがマグ
ロが置かれる所は、外気が、直接入らないよ
うになっているそうです。衛生管理、温度管
理のできた素晴らしい設備の市場です。そう
なんです。今はこのような設備にしなくては
こんにちは。本日は成田コスモポリタンRCの いけないのです。
25周年記念のゴルフコンペに当クラブから4名
日本では2020年の東京オリンピック迄に食
参加されております。先だっては3クラブ合同 品を扱う全業者に対してHACCP導入が義務化さ
でのガバナー公式訪問お疲れ様でした。橋岡 れる予定だそうです。私のところでもHACCPの
ガバナーとの、事前協議に於いての八街クラ 認証を取らないといけないと言うことで衛生
ブの評価を頂いたことを報告したいと思いま 管理の行き届いた設備にしなくてはいけない
す。一つ目に、八街クラブは53年と言う歴史 ので大変です。尚来週は情報研修会がありま
あるクラブに敬意を払う素晴らしいことです。 す。月末には地区大会がありますので宜しく
二つ目にフェイスブックにての広報活動、毎 お願い致します。
週楽しみにしてますとのことでした。橋岡ガ HACCP：Hazard Analysis and Critical Control Point の略
バナーはフェイスブックにご自身の行動を常
危害分析重要管理点と訳す。
に掲載していますので、八街クラブの広報活
動は気にされていたのでしょう 。 三つ目に
【理事会報告】
幹事 門倉 光正
100%ポールハリスフェローの認証取得をして
いたこと。この認証取得はなかなか難しいの
に良くやられたとのことでした。
以上3つ程、お褒めの言葉を頂きましたが、
会員増強については、どうですかと、言う問
いには、今年度は今のところ純増1名推薦書が
１名上がっていますので来月にはもう１名入
会が見込まれますので33名の会員になるかと
思いますと答えました。ところがおとなり富
里クラブでは現在35名とかで目 標 は40名と
≪報告事項≫
言っておられました。それもまもなく達成で
１．会計報告
きそうなお話でした。本当に羨ましく思いま
した。八街クラブに於いても会員増強につな
２．第2回会長幹事会報告（9/21）
がる何かきっかけが欲しいものです。
・平成31年2月20日
今年度は3クラブ合同と言うことでガバナーと
IMは成田ビューホテルで開催
の話し合いの時間が各クラブ10分ずつしかな
かったので、あっと言う間に終わってしまい
３．情報研修会 10/17(水) ホテル日航成田
ました。また例会やクラブ協議会も時間がな
14時点鐘
16時閉会
く集約された形でのガバナー公式訪問でした。
ホテルのバスで1３時会議所出発
皆さんはどのように感じられたでしょうか。
さて、築地市場が83年と言う歴史を終えて
4. 地区大会について
豊洲に移転しました。私も築地にはスイカ、
10/28（日）ホテルニューオータニ
メロン、白菜等良く持って行ったものです。
9時30分点鐘 16時よりスーパー懇親会
他の市場とは違いトラックから下ろすのを
丸井観光バス 8時15分会議所出発
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【幹事報告】
幹事 門倉 光正
5．赤い羽根共同募金について
・例年通り500円クオカードを1,000円で購入
◎西日本豪雨災害義援金について
6. 原会員の奥様が入院されました。
・規定によりお見舞金を支出
◎青少年の集いのご案内
日時：2018年10月28日（日）地区大会
7．その他
◎産業まつり出店団体等会議のお知らせ
≪審議事項≫
日時：2018年10月30日（火）午前10時
１．成田コスモポリタンRC 25周年記念式典
場所：八街市総合保険福祉センター３F
11/17（土） 16時開式 成田ビューホテル
19時より祝賀会 （ホテルのバス使用）
◎バギオ訪問交流の旅のお知らせ
1人10,000円会費（5,000円クラブ負担）
日程：2019年2月8日（金）～11日（月）
参加費用：158,000～
2.新会員推薦について
・会嶋 誠治さん（11月より） 異議のある方 ◎受贈週報等・印西RC・白井RC
は本日より7日以内にその理由を文書で提出
3.産業まつり11/25（日）について
・担当 社会奉仕委員会

八街RC・11月例会スケジュール

4.インターアクト海外研修(台湾)について
・小久保会員と娘さんが参加
小久保愛さん（黎明高校）40,000円
小久保会員（青少年委員）40,000円
青少年奉仕委員会より合わせて80,000円支出
5.車出し（乗り合わせ）をしてくれた会員への
旅費について
・通常千葉、成田は2,000円で高速を使う幕張
などは3,000円でしたが、地区大会やIM等の
例会扱いの行事に車出しをしてくれた方には
成田3,000円 幕張5,000円とする
6.活動計画書の会員名簿について
・ガバナー補佐より名簿に顔写真を載せては
とご指摘いただきました。
＊当クラブとしては今まで通り載せない

11月 7日（水）

理事会・通常例会

11月14日（水）

通常例会

11月17日（土）

成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝRC25周年
ビューホテル（14時50分出発）

11月21日（水）

振替休会

11月25日（日）

産業まつり（12時30分集合）

11月28日（水）

振替休会

～ 地区大会・10月28日(日)～
ホテルニューオータニ幕張

7.クリスマス例会12/19について
・会場：山武ありのみ園
・催し物：フラメンコ

商工会議所8時15分出発 ‼

8.市役所前設置の当クラブの看板について
・壊れかけているのでどうするか
＊市役所の方で撤去してくれるとのこと
9.西日本豪雨災害義援金について
＊今回は募集が遅かったので各自個人で
寄付をする
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クラブ所在地域のプロジェクトがほとんどで
したが、姉妹クラブ、米山奨学生OBとのつな
がりから国際的なプロジェクトを実施してい
る事、青少年に向けたプロジェクトを含むと、
その財源として、ロータリー財団地区補助金
を活用しているクラブは、全体の３分の２を
占めているとのことです。
その後、「輝く瞳に会いに行こう」と題し
て、タイ北部の山岳地帯に住む少数民族・ア
カ族の為に子供就学基金を設けて、支援活動
を続けている原田義之さんの基調講演があり
ました。原田さんは、タイ国チェンライRCの
２０１３～１４年の会長をつとめ、NPO法人
JALETを設けて、チェンライ県、兵庫県、国内
「産業まつりバザー」にご協力のお願い
の多くのRCの支援を得、２００８年より現地
に入り、アカ族の就学・識字率向上・里親支
本年も「八街市産業まつり」において、八 援活動を続けています。子供サッカー教室の
街ロータリークラブとしてバザーを行うこと 開催、教材やノートの支給、教室や子供寮の
になっております。今日までのところ皆様か 新設、改修、村落の浄水施設の整備等多岐に
ら拠出していただく品物の集まりが少ないの わたります。
で、今後宜しくご協力をお願い致します。バ
奉仕活動の事例発表は、千葉幕張RCのグ
ザーの品物を集める日はあと2日間のみです。 ローバル補助金を利用したフィリピンのマニ
(11月7日と11月14日)
ラ・アラバングRC（姉妹クラブ）との「資源
10月30日に市保健福祉センターにおいて産 再生施設復活プロジェクト」が紹介されまし
業まつりについての説明会があります。
た。資源ごみ回収に際し参加した地域住民に
値付けや運搬は社会奉仕委員会ができるだ ポイントを供与し、手数料を支払い、モンテ
けやりたいと思っておりますが、準備そして ンルパにある地域共同体が運営する焼却施設
当日と色々ご協力をお願いすることがあるか 復活に協力し、地域の雇用にも貢献する内容
も知れませんが宜しくお願い致します。
でした。フィリピン側（22000ドル）、日本側
(25000ドル)の資金で賄うようです。
委員会活動の国際奉仕については、高橋委
【委員会報告】
国際奉仕委員長
員長よ り、初期のロータリーには、今日の人
大畑 喜信
道的奉仕活動を主体とした国際奉仕の概念は
なく、第一次世界大戦中に、米国やカナダ，
ヨーロッパのロータリークラブが各地の避難
民や傷病兵、復員してくる軍人に対するボラ
ンティア活動や物資援助を行うなど歴史的背
景を受けて、国際間の理解と親善と平和を推
進するという国際奉仕の概念が、１９３３年
に綱領の第６項目として正式に明文化され現
在に至っている。米国、国務省から要請をう
けて世界平和を願うロータリアンの４９名が
１９４５年に国連憲章の原案作成作業に参加
したというロータリーの国際奉仕の特筆すべ
9月16日、地区奉仕プロジェクト推進セミ き歴史がある。今回のアンケートで国際奉仕
ナーがTKPガーデンシティ千葉で、開催され に対する意識の高さを知ることができたが、
ました。13時点鐘、橋岡ガバナー挨拶の後、 「国際」と言う言葉に臆病になっているので
平野奉仕プロジェクト統括委員長から地区内 はないか、何ひとつ不自由のない国に生まれ
のクラブの 奉仕プロジェクト実施状況につ たロータリアンとして、広く世界に目を向け
いてアンケート調査結果の報告がありました。る事を願います。との報告がありました。

【委員会報告】

社会奉仕委員長
関 由美子
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ロータリー情報研修会
第2525回 2018年10月17日例会報告

点

鐘

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）

斉

唱

奉仕の理想

会

場

ホテル日航成田

【出席報告】

例会

出席計
算会員 出席 欠席
数

10/17 29
15
9/ 26
29
13
会員総数 32名

14
16

出席
率％
51.72
44.83

修正
ＭＵ
出席率％

5

62.07

（ 名誉会員 4名

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率 85.03%
9/26 メーキャップ5名・萬来会員（ゴルフ）笹川会員
竹村会員、泉水会員（理事会）小久保会員（IA)
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国際ロータリー第 2790 地区 第 10 グループ

情報研修会

2018-19 年度
統一テーマ

主

『わかりやすいロータリー』

第 10 グループ ガバナー補佐

催

プログラム

石川邦紘（成田コスモポリタンＲＣ）
司会進行 ガバナー補佐幹事
横山英樹（成田コスモポリタンＲ

Ｃ）
スケジュール
14：00 開会・点鐘
ロータリーソング 奉仕の理想 斉唱
14：05 主催者開会挨拶
第 10 グループ ガバナー補佐 石川邦紘（成田コスモポリタンＲＣ）
14：10 地区サブリーダー挨拶
パストガバナー 青木 貞雄（成田コスモポリタンＲＣ）
14：15 来賓挨拶
ガバナーエレクト 諸岡靖彦
14：15 研修趣旨説明
地区ロータリー研修委員会

小寺真澄（成田ＲＣ）

14：20 ～職業奉仕を再考する～ プレゼンテーション
プレゼンテーター 奉仕ＰＪ統括委員会 職業奉仕委員長 鵜沢和弘
15：20 質疑応答
16：20 閉会挨拶・点鐘
第 10 グループ ガバナー補佐 石川邦紘（成田コスモポリタンＲＣ）

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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