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第2391回 2015年9月16日例会報告
【出席報告】

例会

SAA 荒木 由光

【会長挨拶】

会長 西村 清
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今週は二つの台風の余波が北関東で堤防の決壊と
いう大惨事を引き起こしました。避難勧告の遅れた地
区や、自然堤防を掘削した業者など人災の側面も浮か
び上がってきております。一方阿蘇山が爆発もニュー
スとなりました。自然とともに生きる人間社会の対応が
知恵と勇気の中に問われていると思います。
わが八街は川もなく火山もなく海岸線からも遠く地震
も地盤がよいので比較的安全安心の街と自負いたしま
す。しかし思い返すと、東日本震災の時にはいきなり停
電したことをお忘れなき様に願います。さらに計画停電
ではどういうわけか停電しなかったという経験もござい
ます。今被災地では復旧にあたって、ライフラインつま
り電気、水道、ガス、道路、食料品、運搬車両、医療体
制と思います。八街の弱点は電気と防災用品の不足と
医師不足と私は考えています。
さて黎明学園祭では2000名のご来校者を迎えて賑や
かに終了しましたが、八街ロータリクラブ50周年記念講
演会で講演を頂ける青島健太さんの講演もございまし
たので、先週皆さんにお呼びかけいたしましたところ、
小川実行委員長以下数名の方が御来場いただいた上
に、講演後に青島先生と名刺交換もしていただきまし
た。 また本日皆さんのお手元には最近青島先生が

会長 西村 清
それでこそロータリー

【ニコニコボックス】
◇学園祭無事終了。青島先生も元気です。
西村 清会長
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お書きになったスポーツエッセイをお届けしてござい 【第38回八街市産業まつりについて】
ます。さらに昨日は記念ゴルフコンペの会場となりま
社会奉仕委員長
す千葉バーディークラブヘまいりましたので、支配人
にはロータリーコンペの意義や内容などお話して、懇
親事業係のみなさんにスムーズに詳細打ち合わせが
できるよう段取りをいたしたところでございます。本日
は報告事項が50周年を初めとして大変多い例会です
ので、お天気とロータリーのお話で会長挨拶は閉じさ
せていただきます。ありがとうございます。

【幹事報告】

原 弘行

幹事 福田 守
例年行われている恒例の八街市主催の第38回八
街市産業まつりの出店案内を受領いたしました。申
込期日は明日17日です、本日申込いたします。
開催日時等は期日：11月22日（日）午前9時～午
後3時、雨天順延翌日23日（月）。会場：八街中学校
グランドです。出店内容は例年通りチャリティバザー
を実施いたしますので10月に入りましたら出品のご
案内をいたします。よろしくご協力お願い申し上げま
す。

◎地区フェローシップ交流会のご案内
日時：2015年11月13日（金）14：00点鐘
場所：千葉市男女共同参画センター
〔千葉市ハーモニープラザ内〕３階イベンホール

【地区主催※ＲＬＩ－ＤＬスキルアップ・トレーニング
参加報告】
クラブ研修リーダー 原 弘行
9月5日（土）地区主催標記トレーニングに参加（会
場：千葉県青少年女性会館）した。
櫻木ガバナーの挨拶、諸岡ＲＬＩ推進委員長の本日
のスケジュール説明、中村講師によるファシリティショ
ンの要諦等セレモニーがあり参加者24名が4人・6グ
ループに分かれセッション１～６をテーマについてディ
スカッションした。私はセッション１「リーダーシップの本
質をつかむ」に参加した。演習終了後、中村講師の講
評、関口（ＰＧ）ＲＬＩ地区代表から総評があった。
その後、櫻木ガバナーから当クラブに対し、10月5
日開催のパートⅠに参加するよう（申込み締切り9月26
日）要請のメールが入りました。
このＲＬＩの参加者について、ＲＬＩ日本支部委員長
（２００４－０６ＲＩ理事）南園義一氏の記述を抜粋します。
「研修セミナーの参加者は、希望者を募るのではなく、
クラブ会長が指名することになっています。クラブ会長
は、クラブ内の将来の指導者として成長する可能性を
持った優れた素質を持ったロータリアンを個別に選ん
で、将来クラブのリーダーになるという意気込みを持っ
て参加させることが望ましい」とされています。
※ Rotary Leadership Institute ― Discussion
Leader）

◎八街市地域ぐるみポスター入選者一覧
◎受贈週報・・・富里ＲＣ

八街ＲＣ 10月例会スケジュール
10月 ７日（水）

理事会・通常例会

10月14日(水)

通常例会

10月21日(水)

通常例会

10月28日(水)

通常例会
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【セミナー報告】 米山記念奨学会
委員長 中山 直樹

記念事業の一貫として このポイントを上手に使って
全員でポールハリスフエローを又は多くのポールハリ
スフェローをなんて記念事業の話し合いに取り入れ
て頂けたらと思います。

８月２３日に成田ビューホテルに於いて米山地区委
員長のセミナーを受けて参りました。
米山記念奨学事業の目的は、皆さんご存知のように
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を目的としています。 【50周年記念事業経過報告】
この優秀とは、学業に対する熱意や優秀性はもちろん
委員長 小川 嘉一
のこと、異文化理解、コミュニケーション能力への意欲
に優れている点が含まれます。
ロータリー米山奨学生は、ロータリークラブを通して
日本の文化、習慣などに触れ、将来ロータリーの理想
とする国際平和に貢献する人となることが期待されま
す。
この事業の財源は会員の寄付のみです。寄付総額
は2009～10年度１３億２６００万で、奨学生７９６名を
ピークに2011～12年度に１２億９４００万、奨学生７００
名と減少しました。2013～14年度１３億３７００万、奨学
生７３６名と増えて参りましたが、不安定です。
本年度は、活動計画にもあげておりますように、地区
今日は。例会の時間をいただいて、来年５月21日
目標でもあります一人当たり１５，０００円をお願い致し
ます。普通寄付で４，０００円を会費から出しております の八街ロータリークラブ創立50周年記念式典につい
ので、特別寄付として、１１，０００円を１０月の米山月 て、今までに実行委員会を7回ほど開いてきました。
実行委員会の原幹事から資料が配られております
間に集金を予定しております。
が、これから各委員長さんより今までの経過について
説明をお願いします。また、クラブの皆さんより何か
気のついたことがありましたら、聞かせてください。

【セミナー報告】

ロータリー財団委員長
山本 和男

今年度に於いても130ドルの年次基金を地区財団と
してお願いします。財団というとお金を集める委員会
だと思われがちですが、そうでないことをご理解頂き
たい。地区補助金を使って各クラブでの活動をしてほ
しい。尚補助金の申請に当たっては一年前に計画を
立て3月までに申請して下さい。またこの申請をする
に当たっては研修セミナーに参加しなければ資格が
ないとのことです。幸い八街ロータリークラブでは今年
度活動計画が有ることは喜ばしいことであると思いま
す。
それともうひとつ財団の認証ポイントについて調べま
した。今迄さわられずにきた訳ですが今回50周年の
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大野委員長と高橋委員長より経過報告がありました。

ガバナー公式訪問についてガバナー事務所よりお知らせ
ガバナー公式訪問2015年11月18日（水）

公式訪問を前に、いくつかのクラブ様より問合せがありましたので回答を含め、
下記のとおり諸事お知らせいたします。
ご高配のほど よろしくお願い申し上げます。

①服装 … 基本的に9月末まではネクタイなしで伺います（クールビズ）
②会長幹事懇談会の出席者
クラブ側 … クラブ研修リーダーの方もご出席をお願い致します。
よって会長、幹事、クラブ研修リーダー、次年度会長、次年度幹事
計5名になります。
訪問側 … ガバナー、ガバナー補佐、地区幹事長が随行の場合は幹事長が
出席します。
（随行者が地区幹事長ではない場合は 事前にご連絡いたします。
その場合懇談会には出ません。）
③活動計画書 … クラブの全会員が活動計画書を持参ください。
④公式訪問のクラブ協議会では各委員長からの活動報告は不要です。
主に下記のテーマについて進める予定です。
・クラブ定款について
・RIとクラブの関係
・出席、メーキャップの件
・会員増強の件
・その他
・クラブ側で課題としたい事
※ クラブ側として検討課題にしたい事は懇談会で相談したいと思います。
※ 時間割の都合で懇談会が後になる場合は事前に項目をお知らせください。
⑤登録料、ニコニコBOX … ガバナー及びガバナー補佐は免除をお願い致します。
⑥例会場にクラブの認証状をご用意頂きますようお願い致します。
（ガバナー卓話の中で認証状について話を触れさせていただきます。）
⑦連日の卓話となりますので、マイクのご用意をお願いいたします。
活動計画書を必ず
ご持参ください。

広報・ＩＴ委員会／ 樋渡 琢也 ・ 糸久仁一 ・ 萬来謙一
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