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第2617回 2021年7月14日例会報告

【出席報告】
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【会長挨拶】

SAA 林 政男
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会長 笹川 英一

・ 出席免除会員 3名 ）
通算出席率 88.66%

会長

堀口ガバナー補佐並びに諸岡補佐幹事ようこ
そおいで下さいました。堀口さん、だいぶ今回
の訪問が気がかりだった様子で、昨晩はあまり
よく眠れなかったようです。ご安心ください
取って食おうとは申しません。楽しんでいって
ください。
堀口AGは諸岡ガバナー時の地区幹事長を務め
た方で先日お話をする機会がありまして、ス
コッチウイスキーに関しまして大変な愛好家の
ようで機会があればじっくりお話を伺いたいと
思います。
ポリオ撲滅運動が10月24日に成田山新勝寺で
開催されます。第10グループはサポートを要請
されておりますので、会員の皆さんのご協力お
願いします。
コロナ感染が始まり約一年半が過ぎ例会も
「ZOOM、リモート、ハイブリット」地区セ
ミナーその他の会議、大会などもこれからは多
くなります。柔軟に対応して一緒に挑戦しま
しょう。

笹川 英一

奉仕の理想
第10グループ
ガバナー補佐 堀口 路加様
（成田RC）
ガバナー補佐幹事 諸岡 正徳様
（成田RC）

【ニコニコボックス】
◇36年間100%出席でお祝いされました。
高橋 宏一会員
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今から44年前の1977年7月14日日本最初の静
止気象衛星「ひまわり1号」が打ち上げられま
した。このところ日本列島は線状降水帯など
の影響で各地で人の命、財産にかかわる悪天
候が続いています。十分な備えと行動をお願
いします。
最後に車の運転をされる方はより一層の心
構えで、ご家族や社員の皆様にもよろしく
お伝えください。

【幹事報告】

【年間100％出席会員の表彰】

幹事 小久保 和子
（敬称略）

◎会長幹事会のお知らせ
日時：2021年7月29日(木）17時～
場所：成田ビューホテル

＊木村 利晴

＊竹村 信彦

＊高橋 宏一

＊萬来 謙一

＊福田 守

＊生形 健一

＊鎌形 芳法

＊増田 繁

＊笹川 英一

＊川崎 尭信

＊小久保 和子

＊小澤 孝延

【ご挨拶】

◎奉仕プロジェクト推進セミナー開催のご案内
日時：2021年9月25日(土）13時30分点鐘
場所：TKPガーデンシティ千葉
（オンライン参加有り）

第10グループガバナー補佐
堀口 路加様（成田RC）

◎職業分類データベース化における情報提供の
お願い（今回は飲食店のみ）
◎例会変更のお知らせ（成田RC）
8月13日(金）休会
8月27日(金）振替休会

◎受贈週報等…成田RC、印西RC、

八街RC 8月 例会スケジュール
8月 4日(水）

ガバナー公式訪問（11時点鐘）

8月11日(水）

休 会

8月18日(水）

理事会・通常例会

8月25日(水）

通常例会

2021-22 年 度第 2790地 区 第 10 グ ルー プ ガバ
ナー補佐を拝命いたしました成田ロータリーク
ラブの堀口路加と申します。これから一年間、
梶原 等ガバナーの方針のもと、グループ内各
クラブと地区の連携強化のために働かせていた
だくことになりました。どうぞよろしくお願い
申し上げます。ガバナー公式訪問の2週間前に
訪問させていただくわけですが、7月21日が印
西ロータリークラブの公式訪問になっているた
め3週間前の本日を訪問させていただいており
ます。
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八街RCの皆様にはガバナー補佐候補者の推
薦に当たってご心労をおかけしたことをお詫
びいたします。またこのことについて木村前
会長、高橋元ガバナー補佐、笹川会長、小久
保幹事には大変なお骨折りをいただいたこと
と存じ感謝を申し上げます。
私は、2012年11月まで30年ほど静岡県浜松
市でこども園から大学まで設置する学校法人
に勤務し、学校法人の管理運営や設置認可業
務に関わる仕事をして参りました。その間、
2008年11月に浜松北ロータリークラブに入会
し、2012年に家業を継ぐために戻り、同時に
成田ロータリークラブに転会して現在に至り
ます。ロータリー歴は13年目になります。
仕事は酒々井町でこども園、学童保育、子
育て支援ルームを設置経営する学校法人及び
八千代市と千葉市美浜区でこども園2園と学童
保育、保育園2園を経営する社会福祉法人の理
事長を務めております。成田ロータリークラ
ブに所属してからは、2015-16年度に地区の米
山記念奨学委員会委員長、諸岡靖彦ガバナー
年度には地区幹事長、2020-21年度はクラブ会
長を務めさせていただきました。
新型コロナウイルスの感染拡大はおさまる
どころか、変異株に切り替わり、なおも先行
き不透明の状況が続き、ロータリー活動にも
大きな影響を与えています。例年の三大セミ
ナーや前年度の地区大会もオンライン開催と
なり、クラブ例会もオンラインがすっかり浸
透し、困難な状況下であってもロータリー活
動が継続される可能性を感じさせるものとな
りました。
本日、例会前に会長、幹事のお二方と8月4
日（水）に予定されているガバナー公式訪問
のクラブ協議会の持ち方を中心に打ち合わせ
をし、クラブの現状と課題について共有認識
させていただきました。
今年度、梶原ガバナーから示されている地
区の奉仕プロジェクトは環境保全プロジェク
ト、世界ポリオデー祈願プロジェクト、世界
ポリオデー トレインジャックの3つです。
この内、第10グループは環境保全プロジェク
トと世界ポリオデー祈願プロジェクトが対象
になります。環境保全プロジェクトは、
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始まりはマイクロプラスチックが環境に及ぼ
す影響から基本は海岸線、川辺を基本に環境
保全に取り組む計画をRID2829（茨城県）が
企画したものですが、千葉県内においても9
月12日に地区ロータリー奉仕デーとして千葉
県内の海岸清掃するクラブを募集するもので
す。但し、海のない地域のグループについて
は地域の環境保全に注力しても良いとのこと
で、ゴミゼロ運動との違いもあまり厳密に考
えなくても良いとのことです。エンドポリオ
のTシャツを着て行動する際のTシャツの費用
やゴミ処理費用は地区で補助があるそうです。
世界ポリオデー祈願プロジェクトは、ポリオ
根絶に向けたPR活動と新型コロナ感染終息、
国内外感染犠牲者衷心廻向、罹患者当病平癒、
医療従事者身体安静に向けた祈願をクラブ単
位で行っていただくものですが、地区として
広報活動の一環として成田山新勝寺にて祈願
をするものです。各クラブが独自に地域の神
社仏閣において祈願をしていただいても成田
山新勝寺のプロジェクトに参加されても良い
のですが、第10グループには地区からの動員
要請がありますので、会長・幹事会を通じて
改めてお知らせしたいと思います。又、7月5
日に発生した熱海豪雨災害支援募金として地
区から災害対策特別基金会計から100万円を7
月９日に第2620地区に送金したとのことです。
各クラブから募金を送る際にはガバナー事務
所が窓口になることをお知らせしておきます。
次に第10グループの地区情報研究会（前
期）と会員基盤向上セミナー（後期）の日程
についてです。前期の地区ロータリー情報研
究会については職業奉仕をテーマとする計画
があるようで、職業奉仕について知りたい会
員、会員歴の比較的浅い方（入会3年くらい
まで）を対象とし、11月18日（木）、12月2
日（木）、12月9日（木）のいずれかの日で
と思います。IMに代わる後期の地区会員基盤
向上セミナーは会員増強、奉仕プロジェクト
事例を取り上げ元気なクラブづくり（CLP）
とDLPをテーマとして2月17日（木）か2月24
日（木）のいずれかと考えますが、これも今
月の会長・幹事会において決めたい考えです。
例年ガバナー補佐の訪問は4回ですが、

今年は5回若しくは6回の訪問を予定させてい
ただきクラブの課題を共有しつつ一緒に考え
ていくお手伝いをさせていただければと存じ
ます。2021-22 RIシェカール・メータ会長の
RIテーマや梶原 等ガバナーの地区スローガン、
地区の課題、RIの課題などにつきましてはク
ラブ活動計画書の挨拶文に記してありますの
でどうぞお読みください。皆様にはお世話に
なりますが、1年間どうぞよろしくお願い申し
上げます。

【クラブ協議会】

＜S A A＞

司会 管理運営委員長
竹村 信彦
会場監督

林 政男

この度、SAAを拝命致しました林政男です。
よろしくお願いします。
当クラブ細則では、SAAは、気品と風紀を守
り、会員の出席率の向上を図るとなっていま
すのでご協力をよろしくお願いします。
アタテと言う言葉があります。外交用語で対
面会談という意味です。今は、コロナ禍です
が、早くコロナが終息して対面の交流が、で
きればと思います。ワクチン接種を早く進め
て、親睦プログラムの皆さんと連携してクラ
ブの親睦交流を図りたいと思います。

＜国際奉仕＞

委員長 高橋 宏一

本年度は私高橋と伊藤嘉一会員の二人で委
員会活動を進めてまいります。とは申しまし
たが、二人とも後期高齢者で、体力的に思う
ような行動が出来ません。若い会員の方にも
ご協力を仰がなければならないことが多くな
るかと思いますので、よろしくお願いいたし
ます。
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今年度も少なくとも前期はコロナ禍の影響
で、地区においても、クラブにおいても委員
会活動、奉仕活動が制約を受けることと思い
ます。国際奉仕委員会としては 、台北芝山
ロータリークラブとの友好関係をどのように
続けていくか、その方策を検討していきたい
と考えております。新型コロナ感染症も収
まって、相互訪問が可能になれば、会員の有
志が訪問することも必要であることと思いま
す。
また八街市に設立された 、「国際交流協
会」への協力も進めるべきだと思います。初
めはオブザーバー的な参加で、活動状況をの
ぞいてくることでも良いと思います。国際交
流協会代表者の吉田先生は、元中学校の先生
であり、ジャイカの仕事もされ、ブータンな
どとの拘わりがかなりあるようでございます。
現在は教育委員会で仕事をされておるようで
す。また、嘗て八街ロータリークラブで交換
学生としてアメリカ中西部のウィスコンシン
州オークレアに派遣した吉田祐貴君のお父さ
んでもあり、先日クラブ例会へもわざわざ出
席されて、国際交流協会への声掛けをしてい
ただきました。そのような関係から無視する
わけにも行かないかとも思っております。
まだ2022年6月に開催されるRI国際大会が、
コ ロ ナ 感 染 症 を 克 服 し て 、 Discover New
Horizons（ 新しい地 平線を見つけよ う ） を
テーマのもとに、アメリカテキサス州ヒュー
ストンで開催されます。アメリカ南部最大の
州であり、（アメリカのアラスカ州に次いで2
番目に大きな州）アメリカでは4番目の人口を
抱える大都市を訪れることは、非常に有意義
であり、特にアメリカ南部の活気あふれる州
と大都市を見てくることは、カルチャー
ショックを受けると思いますし、多分あなた
のモチベーションが大きく上がることは間違
いありません。今から予定を立てて是非参加
をお願いします。
カルチャーショックを受けることが必ずあ
ると思いますので、是非参加者を募って

この委員会は財団への理解を広め、かつ支
援を促し、財団プログラムの推進に協力を奨
励するものです。寄付金は、多くの人々を救
済する奉仕活動に使われます。持続可能な活
動をするには、多くの寄付金が必要です。地
区補助事業、グローバル補助金事業、奨学生
補助金事業、ポリオ根絶活動等々、寄付金は
救済金として多くの事業、活動を支えており
ます。寄付金は、ロータリアンの責務とも言
えます。
会員の皆様におかれましては、今年度も変
わらぬご支援、ご協力をお願い致します。

参加していただきたいと思います。旅行費用
が少し高くなりますが、それ以上の良いこと
がいっぱいあることと思います。
以上よろしくお願いいたします。

＜青少年奉仕＞

委員長

小澤 孝延

奉仕の第五部門である青少年奉仕は、指導力
養成活動、社会奉仕プロジェクト及び国際奉仕
プロジェクトへの参加、世界平和と異文化の理
解を深め育む交換プログラムを通じて、青少年
並びに若者の育成を図るとされています。
当クラブは、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、指導者講習会や
年次大会、短期間海外研修などのサポートをし
ています。次代を担うグローバル人財の育成に
寄与するために、経験豊富な小久保和子前委員
長をはじめ、諸先輩方のご指導を賜りながら、
コロナ禍の中「未来のために、何をすべきか」
を模索し、活動してまいりたいと考えています。

＜ロータリー財団＞ 委員長 木村 利晴

＜米山記念奨学会＞
委員長 生形 健一

本年度、米山記念奨学委員会は、私と西村
会員で活動します。日ごろから会員の皆様に
は米山記念奨学会にご支援ご協力を頂き、心
から感謝申し上げます。
今年度と致しましては、普通寄付と10月米
山月間を中心とした特別寄付をお願い致しま
す。また、米山月間の前後に、奨学生の卓話
を予定しています。
米山記念奨学会は、ロータリアンのロータ
リアンによるロータリアンのための国際奉仕
事業です。
今年度も、米山奨学事業にご理解とご協力
をお願い致します。

ロータリー財団委員長の木村です。日頃
より、ロータリー財団に多大なるご理解ご
協力賜り感謝、御礼申し上げます。

広報・公共イメージ向上委員会 ・ 萬来 謙一 ・ 川崎 尭信
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