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第2384回 2015年7月15日例会報告
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【会長挨拶】

会長 西村 清
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通算出席率 96.55%

会長 西村 清

一週間前は豪雨で大変なことでありましたが、
台風が近づいているとはいえ今週は猛烈な暑さが
始まり、ニュースによれば昨日熱中症で3名の方が
お亡くなりになられたと報じられておりました。
地球は生きておりますし、先週はチャプリンが人
生は少しのお金と少しの勇気があればというお話
をご紹介しましたが、本日は自然環境や猛威に対
しては憶病になる勇気が大事かと考えます。
さて我が八街ロータリークラブは堂々たるロー
タリー歴の長い先輩方と今週も新しい仲間を紹介
で きる 喜び の中 に、 50周 年事 業を 着々 と整 える
日々であります。また先週の富里ロータリークラ
ブ相川会長に引き続き今週は伊藤ガバナー補佐に
ご訪問いただき、今週もロータリーについてのお
話が聞ける嬉しい例会となりました。
先週は来る10月22日の50周年記念ゴルフコンペ
に北村八街市長からカップのご寄贈を頂けるご報
告を小職から申し上げました。そしていよいよ来
月の22日は八街夏祭りへの出店ということで夏の

奉仕の理想
第9分区ガバナー補佐
伊藤 仁様（白井ＲＣ）
第9分区ガバナー補佐幹事
鈴木 孝様（白井ＲＣ）

【ニコニコボックス】
◇伊藤ガバナー補佐と新会員をお迎えして！
西村 清会長
◇秋に卓話で伺います。
名誉会員

伊藤 謙三様
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定例行事も準備を整えるころとなりました。さらに30 【ご 挨 拶】
第9分区ガバナー補佐
日は八街市会議員選挙も予定されます。来年から
伊藤 仁様（白井ＲＣ）
は18歳に選挙年齢が引き下げられますので、おそ
らく文部科学省からは高校生に主権者教育の要請
がなされるものと思います。昭和44年には高校生の
政治活動を禁づる通達を出した同じ役所とは思え
ない時代の背景であります。さてお祭りの会場、ケ
ヤキの森公園は、初代八街ロータリークラブ会長の
西村玄篤先生が開かれた西村病院の前、そして今
は西村で八街市に公園としてお貸ししております。
今日も家内とともに例会出席いたしましたが、私た
ち夫婦は連日朝七時前には番犬とともにそのケヤ
キの森公園を散歩がてら、見回り巡回して8月22日
の夏祭りの日を迎える訳でございます。また本クラ
第９分区ガバナー補佐を仰せつかりました白井ロー
ブ記念行事の一環である記念品の贈呈は、このケ
タリークラブの伊藤です。どうぞ宜しくお願い致します。
ヤキの森公園と中央公園の二か所にご寄贈申し上
ラビンドランRI会長は、『変化を受け入れる』は変化
げる予定となっておりますので、皆さんご家族でお
を作るべき人と、固定観念を持って変化を批判する
祭りにご参加いただいて、我が八街の盛り上げにク
人の両方への警句です。また、櫻木ガバナーもロー
ラブを上げてお役に立ちたいと思います。もちろん
タリーは毎年が実験で、その結果を見て次の年度が
黎明高校インターアクトクラブはテントハウスにお手
良い所を採れば良く、批判を恐れず改良すべきと
伝いに参上いたしますし、部員70名を超え50周年
言っておられます。私の所属クラブや皆さんのクラブ
記念式典にお伺いする吹奏楽部も夏祭りで演奏い
でも、少なからず改良すべき点はあると思います。今
たしますので、どうぞお楽しみいただくと同時に、す
年は活動しやすいクラブにしていってください。
るどい音楽評を頂きたく存じます。
地区協議会で『ロータリーを理解しよう』という冊子
では本日は先ほど申し上げました伊藤ガバ
が配布されました。これは、何を指しているのか、新し
ナー補佐のお話や、クラブ協議会などプログラ
い会員と理解の足りない会員にロータリーの研修を
ム豊富でございますので、最後までご期待くだ
行っていただきたいとのことであり、私も共に学んで
さい。
行きたいと思います。
ありがとうございました。
第９分区所属６クラブでは、クラブの大きさにより奉
仕活動の範囲に差はありますがロータリークラブの奉
仕活動等を活用し知名度を上げる広報活動を行って
【幹事報告】
幹事 福田 守
いただきたい。それと、６クラブが親睦をより深くする
事により情報交換ができ、ロータリー活動が活性化す
ることを期待します。
終わりに、ロータリークラブの会員が楽しく規律正し
く参加できるクラブ運営をお願いすると共に、何かの
お役に立てればと思います。それから8月3日のＩ．Ｍ
にはたくさんの方々のご出席、よろしくお願い申し上
げます。

八街ＲＣ例会スケジュール
◎成田空港南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ創立50周年記念式典
日時：2015年10月15日（木）
場所：成田ビューホテル

7月29日（水） 休
8月 3日（月）

◎受贈週報等
・白井ＲＣ（活計） ・成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝ（活計）
・ちば里山新聞

会

Ｉ．Ｍ（成田ビューホテル）
12時30分、会議所集合（バス）

8月 5日（水） 振替休会
8月12日（水） 休

会

8月19日（水） 通常例会
8月22日（土） ふれあい夏まつり（12時30分）
8月26日（水） 通常例会
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≪社会奉仕委員会≫

【新会員紹介】

本年度の地区研修会資料によると、ロータリーにお
ける社会奉仕の原則はクラブの所在地または行政地
域内に住む人々の生活の質を高めるために、時には
他と協力しながら実施することと定義しております。
したがいまして、八街市および八街市社会福祉協議
会と連絡を密にし、進めてまいりたいと思います。
年度当初、８月２２日に開催される「第２４回八街ふ
れあい夏まつり」に参加いたします。生花、鉢花、野菜
等良質なものを、安価に仕入れ、提供したいと思いま
す。
その後、恒例になっております市内小中学校児童、
生徒の「地域ぐるみ福祉推進」標語・ポスター作品、秋
に開催の「八街市産業まつり」来年度には「八街市結
婚５０年記念」に会員の皆様のご協力により協賛いた
します。
また、当クラブ創立５０年の記念すべき年でもありま
すので広報を兼ね、皆様のご提案をいただきながら地
域の社会奉仕活動を進めてまいります。よろしくご協
力のほどお願いいたします。

新会員の冨永純志（あつし）さんです。
ご挨拶は次週の週報に掲載いたします。

【クラブ協議会】

司会

≪親睦・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会≫

委員長 原 弘行

管理運営委員長
萬来 謙一
委員長 高橋 宏一

≪国際奉仕委員会≫
今年度は来年5月に創立50周年を迎えます。親睦・
プログラム委員会としては、毎週の例会をはじめ年間
活動が、記念すべき50周年にふさわしい充実した1年
になるように心がけていきたいと思います。それには
会員の皆様に、例会をはじめロータリー活動への出
席を奨励し、例会のプログラムに興味を持つ内容を
企画し、例会を充実させていくことが使命と考えます。
毎週の例会に出席することが楽しく感じられるような
内容の濃い例会プログラムを組むように努力します。
例会に出席しなければ会員同志の親睦は図れませ
ん。毎週の例会最後には次回の例会の内容をお知ら
せできるようにするつもりです。例会の時間を充実す
るためには会員の皆様に突然の卓話をお願いするこ
ともあるかもしれませんので、会員の皆様には平素か
ら興味の湧く卓話のネタを準備してご協力をお願いし
ます。年度前半に地区で開催されるセミナーについ
て、出席会員は必ずその後の例会で報告をお願いし
ます。恒例の親睦家族会は、50周年記念式典の関係
で開催時期は６月実施を予定します。

委員長 槍木 勝典

当クラブ念願の海外クラブとの友好関係を、3年越し
で台湾、台北芝山ＲＣと締結することが出来ました。富
里クラブのご協力のもと、数回の交流の後、締結式を
済ませ友好クラブとしてスタート致しました。末永く交
流を深めて参りたいと思います。早速本年度は50周年
式典を控えており、その折には台北芝山ＲＣからは多
数の会員の皆様が参列されるものと思います。その折、
会員の皆様共々 お・も・て・な・し のこころで歓待し
たいと思います。
米山奨学生のリーンさんを昨年に引き続き世話クラ
ブとして、引き受ける事になりました。昨年同様に、リー
ンさんの人格形成のためのご支援をお願い致します。
リーンさんのご両親からは、会員の皆様に対する感謝
の御礼にと、ベトナムへの来訪の案内を頂きました。
彼女待望の地元での日本語学校が開校したことも有り、
会員の希望者でベトナムツアーを企画しました。ベト
ナムの風土、文化、人となりを肌で感じ取り、交流を深
めて参ります。
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今年度ＲＩ国際大会は韓国で開催されます。隣国で
地理的に近い事でもありますので、国際大会参加経
験の無い方には是非とも、ロータリーのスケールの大
きさ、その情熱を肌で感じ取って頂ければきっとロータ
リーを更に好きになる事、請け合いです。参加のご案
内までにご検討下さい。
今年度は大畑さん、小生槍木で国際奉仕を担当さ
せて頂きます。ご協力の程をお願い致します。

深め育む交換プロジェクトを通じて、青少年並びに若者
によって、好ましい変化がもたらされることを認識するも
のである。とされておりローターアクト委員会、インター
アクト委員会、青少年交換委員会、ＲＹＬＡ委員会の４
部門に分けて編成されております。
ロータリーの青少年奉仕のスローガンは、「各ロータリ
アンは青少年の模範」とあります。これはロータリアンは
まず己を慎んで青少年指導の資格を養うことが第一で
あります。
青少年の模範となれるよう努めてまいります。会員の
みなさまのご指導、ご協力をお願い申し上げます。
引き続き、7月14日千葉市市民会館に於いて開催さ
れましたインターアクト合同会議に出席しましたのでご
報告致します。会議は、インターアクト委員会中澤委員
長の司会で始まりました。国際ロータリー第2790地区青
少年奉仕委員長挨拶、千葉県高等学校文化連盟イン
ターアクト専門部会部会長挨拶があり、議事に入りまし
た。
・地区インターアクト委員会について、各委員の紹介が
有り、又、インターアクトクラブの現況について、休会中
のクラブ、クラブ員が減少しているクラブ等の報告があり
ました。
・年間スケジュールの報告
・年次大会の報告
今年度は、Ｈ27年8月27日（木）に開催。会場は千葉
県立茂原樟陽高等学校文化ホール。テーマは、「私た
ちに出来ることは必ずある！」～高校生が考える国際協
力～です。 お時間のある方は是非参加してみてくださ
い。
・国外研修は今年で28回を数えます。日時は、2015年
11月11日～14日の3泊4日です。行先は、中華民国台
湾/台北市ならびに周辺都市です。スケジュールはまだ
未定とのことです。保護者への説明会がこれから始まり
ます。我が八街ロータリークラブがスポンサーとなってい
る千葉黎明高等学校の生徒には是非行って頂きたいと
思っております。現状クラブ員数は4名と伺っております。
少ないクラブ員数では有りますが、参加して頂きたいと
思います。他の国の文化を学び、国境や海を越え海外
のインターアクトとコミュニケーションをとることは、生徒
にとって変化を与え大きく成長するきっかけをつくる重
要なことだと考えます。
以上でインターアクト合同会議参加報告を終ります。

≪米山記念奨学会委員会≫ 委員長 中山 直樹

米山記念奨学会の目的は、将来母国と日本との架け
橋となって国際社会で活躍する優秀な留学生を奨学す
ることです。前年度米山奨学生として、ベトナムから受
け入れたグェン ティテュイ リーンさんは、母国で日本
語学校を開設し日本語を教えています。まさに日本との
架け橋として活躍しています。
ご承知の通り奨学金の財源は、ロータリアンからの寄
付金であり、心の通った支援が必要です。地区目標額
15,000円（一人当たり）を達成できるようご協力をお願い
します。

≪青少年奉仕委員会≫

委員長 木村 利晴

青少年奉仕委員長の木村利晴です。昨年度より引
き続き青少年奉仕委員長を務めさせて頂きます。又、
今年度は、笹川英一さんと西村頼子さんと三人で務め
させて頂くことになりました。宜しくお願いいたします。
青少年奉仕は、２０１０年規定審議会で、第５の奉仕
部門に導入することが決まりました。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

広報・ＩＴ委員会／ 樋渡 琢也 ・ 糸久仁一 ・ 萬来謙一
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