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第2387回 2015年8月19日例会報告
【出席報告】
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SAA 荒木 由光

◇二人の孫が八街に来ました。
西村 清会長
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◇夏まつりご協力お願いします。
原 弘行会員
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・ 出席免除会員 １0名 ）
通算出席率 91%

【会長挨拶】
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7/22メーキャップ1名・近藤会員

点

鐘

会長 西村 清

斉

唱

君 が 代

ソ ン グ

四つのテスト

今週は猛烈な暑さが少し治まりましたら、局地的な豪雨で

【ニコニコボックス】

八街市成田市酒々井町も日々天候が不安定となりました。
◇本人誕生日
・高橋 宏一会員
・荒木 由光会員

やはり地球は生きているなあと実感いたします。さて冒頭で
は毎度ロータリーの話をというガバナーからのご指導もあり
ますが、八月三日は9分区インターシティーミーティングに

◇奥様誕生日
・小川 嘉一会員

多数ご参加いただき厚くお礼申し上げます。席上高橋さん
と私がそれぞれにスピーチの場を与えられましたので、高
橋さんは次期ガバナー補佐として、また御自身のご家族を
含めたロータリー歴を、私は八街ロータリークラブ50周年
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事業の概要をご紹介申し上げました。概ね各会長幹事か 【理事会報告】

幹事 福田 守

らは準備の良さや事業バランスなど好評を得ました。また
懇親会会場は、今度の50周年の時にも使用予定の宴会
場でしたので、料理や従業員のサービスなど大いに参考
となりました。私の感じでは両方とも今一歩であり単に価格
の問題だけではないように思いました。まだ時間はありま
すので、実行委員長にはひと踏ん張り願いたいところであ
ります。
さて本日は高校野球甲子園大会ベスト4の激突でありま
す。千葉県代表は早々に専修大学松戸高校が敗退いた

≪報告事項≫
1.会計報告

しましたが、初出場の私学ということもあり、私は応援と
近々黎明高校が出場するときの準備に現地に駆けつけま

2.第２回第９分区会長幹事会について
９月17日(木）八街クラブ幹事で西村会長宅にて
開催

した。アルプススタンド、4000名 三塁側特別席2000名と午

前八時には大応援団が陣取っておりました。近い将来是
非皆さんよろしくお願いいたします。
さて高校野球は今年100周年を迎えましたが、これは甲

3.7月24日(金）IT広報セミナーについて

子園球場100年ではありません。第一回の大会は1915年

4.8月3日(月）第9分区IMについて
19名出席

に阪急グループの創設者小林一三さんによって建設され
た豊中グラウンドで開催されました。阪急グループは電鉄・

5.8月6日(木)八街市社会福祉協議会標語ポスター
審査会について
西村会長出席

デパート・沿線開発・プロ野球団、遊園地と多角経営でそ
の後多くの私鉄のビジネスモデルとなりますが、忘れては
ならぬのが宝塚劇団とその劇場があります。音楽学校を基

6.8月8日(土)R財団委員会について
山本委員長出席

本として劇団は組に分けてのスターシステム、卒業後もOG
はミュージカル、女優としても大活躍、現在のAKB48も組

7.8月8日(土)地区RLI推進委員会DL養成講座につ
いて
原研修リーダー出席

み分け、トップ選出、卒業、自前の劇場など宝塚システム
のコピーかと思えるところもございます。この宝塚歌劇は先
ほど申し上げた高校野球と同様に100周年を迎えておりま

8.その他

す。双方ともに小林一三さんが文化とスポーツ、若い人た
≪審議事項≫
1.ふれあい夏まつり出店について
（メイクアップ扱いとする）
野菜・果物・茎わかめの販売。落花生の
つかみ取り

ちの活躍の場を提供し、脈々とその後輩たちが手直ししな

がら継続しております。共に関東から関西に向かった小林
さんの発想というのも興味深いところです。
八街ロータリークラブも半世紀、ロータリー精神の発揮と
奉仕活動が益々盛んになるよう、頑張りましょう。22日の八

2.2016－17年度地区幹事及び月信委員会委員の派
遣について
地区幹事に山本和男会員月信委員会委員に
萬来会員を推薦・報告

街夏まつりでのロータリーブースにはインターアクトの生徒
たちもお手伝に参ります。是非未来志向の中でご指導願
います。

3.「ロータリーを理解しよう」購入について
希望者は実費にて購入
4.8月22日(土)地区会員増強セミナー・8月23日(日)
米山委員長セミナー出席について
各委員長出席
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5.第49回インターアクト年次大会参加について
8月27日(木)茂原樟陽高等学校文化ホール10：00
黎明高校より生徒4名先生1名参加 福田幹事参加

印西RCの大野光三氏（享年84歳）
謹んでお悔やみ申し上げます。

◎ふくしチャリティーゴルフ大会の開催について
日時：2015年9月29日（火）午前7時30分スタート
場所：新千葉カントリー倶楽部

6.創立50周年実行委員会開催について
9月9日例会終了後実行委員会開催
9月16日例会で経過報告

◎例会変更のお知らせ
≪成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝRC≫
8月26日（水）→夜間例会「ｶｸﾃﾙ講習会とﾊﾟｰﾃｨｰ」

7.その他
8月26日（水）は予定通り例会開催

【幹事報告】

◎訃報

≪富里RC≫
8月25日（火）→納涼家族例会

幹事 福田 守

◎受贈週報等
・富里RC ・白松の郷 ・赤十字 ・米山梅吉館報

◎地区奉仕プロジェクト委員会セミナーのご案内
日時：2015年10月10日（土）13：30点鐘
場所：三井ガーデンホテル千葉 3F「平安」
出席対象者：会長、職業奉仕、国際奉仕、
社会奉仕、の各委員長

◎8月ロータリーレート

1ドル＝124円

八街RC 9月例会スケジュール

◎ガバナーノミニー候補者推薦の要請

9月 2日（水） ・理事会 ・通常例会
米山委員長堀口様来訪
9月 9日（水）
（例会終了後50周年委員会）
9月16日（水） 通常例会

◎2016－17年度地区幹事団決起大会のご案内
日時：2015年8月28日（金）18：00打合せ
19：00決起大会
場所：ホテル日航成田 2F「桃季」

9月23日（祝） 休

会

9月30日（水） 通常例会

◎米山梅吉記念館秋季例祭のお知らせ
日時：2015年9月12日（土）14：00開会
場所：米山梅吉記念館ホール
＊賛助会員募集 一人3000円（一口）
＊全国100円募金運動のお願い

【報

告】

◎DLスキルアップ・トレーニング開催のご案内
日時：2015年9月5日（土）10時開講
会場：千葉県青少年女性会館
◎米山奨学生とカウンセラーによる米山梅吉記念館
探訪研修旅行のご案内
日時：2015年10月4日（日）～5日（月）の一泊二日
◎RYLAセミナー（青少年）開催のご案内
日時：2015年11月14日（土）～15日（日）一泊二日
場所：船橋市立一宮少年自然の家
「八街ふれあい夏まつり」の協賛について
社会奉仕委員会委員長
原 弘行
来る22日（土）開催される八街ふれあい夏まつりに
例年通り参加いたしますのでご協力のほどお願いい
たします。
当日は12:30集合13:30開始とさせていただきます。
販売物は、ジャガイモ、キャベツ、プラム、ブルーベ
リー、なし等、また、山本会員からの提供「くきわかめ」

◎青少年交換留学生募集
詳しくは事務局まで・・・
◎インターアクト年次大会のお知らせ
日時：2015年8月27日（木）10時～
会場：茂原樟陽高等学校
◎ロータリー財団へのご寄付のお礼
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のおつまみ、生形会員から提供の落花生のつかみ取
り等も用意いたします。なお、当日参加者は23名で、
本日理事会で参加者はメーキャップ扱いとする旨承
認いただきました。

登録会費５千円で決定しました。ＩＭの内容について
は、櫻木英一郎ガバナーの講演が中心で、６クラブ合
同懇親会を開催するという事でした。
会議後ガバナー補佐と各クラブの会長幹事とで懇親
を深めました。

米山奨学生グエン・ティ・テュイ・リーンさんの
故郷ベトナム・ハノイの旅について
原 弘行
本日、槍木国際奉仕委員長が欠席しておりますの
で代わりに報告させていただきます。
米山奨学生リーンさんの故郷はベトナムのハノイで
す。今月24日成田空港10:00発のベトナム航空311便
で出発いたします。25日、26日とハノイ周辺の観光を
いたしまして27日の朝ベトナム航空310便で成田空港
に到着予定です。参加者は槍木国際奉仕委員長含
め6名です。26日の例会は申し訳ございませんが欠席
させていただきます。よろしくお願いいたします。

【クラブ研修リーダーセミナー出席のご報告】
幹事 福田 守
（7月22日報告分）

7月18日(土)ＴＫＰガーデンシティー千葉において地
区クラブ研修リーダーセミナーが開催され、西村会長
と私とで参加しました。当日は120名以上の参加者で
大変盛会に開催されました。13:30山田修平地区研修
リーダーの点鐘の後、櫻木ガバナー挨拶、青木ガバ
ナーエレクト挨拶、寺嶋ガバナーノミニー挨拶と進み、
山田研修リーダーによる基調講演の後、12ブロックに
分かれての40分間、2回に渡るテーブルディスカッショ
ン、質疑応答、総評、16：30閉会の点鐘という進行でし
た。本年度より各クラブに設置が義務付けられたクラブ
研修リーダーの役割について、新会員オリエンテー
ションについてが主な内容で、研修リーダーは新会員
に対しロータリーについての理解を深めるように努め
て頂きたいというようなお話でした。本年度地区研修
委員会が編集・発刊した「ロータリーを理解しよう」とい
う小冊子がお話の中心でした。この小冊子は大変判り
易くロータリーについて書かれておりますので、購入し
て皆さんに読んで頂けたらと考えております。

第2790地区 ※ＲＬＩ―ＤＬ養成講座に参加して
クラブ研修リーダー 原 弘行
去る8月8日（土）地区ＲＬＩ－ＤＬ養成講座に参加い
たしました。13:15から関口Ｐガバナーの挨拶、中村講
師紹介があり（印象に残った言葉は、リーダーは「語る
な、語らせろ」とのこと）14:00から6人5グループに分か
れ20分セッションで研修いたしました。
次回は9月5日開催のＤＬスキルアップ・トレーニング
です。
また、本年度の養成口座は10月4日ＲＬＩパートⅠ、
11月21日パートⅡ、12月5日パートⅢ、1月30日ＲＬＩ卒
後コースとなっております。当クラブでも何方かご自身
の勉強にもなりますので、ご参加いただければと思い
ます。
※Rotary Leadership Institute―Discussion Leader

ふれあい夏まつり

【第９分区会長幹事会のご報告】
幹事 福田 守
（7月22日報告分）

新年度になって第１回目の第９分区会長幹事会が
７月１６日(木)午後６時より成田市の「菊屋」において
成田RCを幹事クラブとして開催され、西村会長と私
福田幹事とで出席して参りました。議題は
1.補佐費及びＩＭ費の納入について
2.ＩＭについて
3.その他

8月22日（土）八街市ふれあい夏まつりが開催されま
した。当クラブは例年通りチャリティー販売を行いまし
た。結果報告は原委員長より9月2日に行われる予定
です。

という内容でした。補佐費については各クラブ２万
円を補佐会計に振り込む、ＩＭ費については全員

広報・ＩＴ委員会／ 樋渡 琢也 ・ 糸久仁一 ・ 萬来謙一
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