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第2393回 2015年10月7日例会報告
【出席報告】

例会

10/ 7
9/ 16

【ニコニコボックス】

SAA 荒木 由光

修正
出席計算
出席 欠席 出席率％ ＭＵ
会員数
出席率％
29
29

25
24

会員総数 36名
（ 内名誉会員 4名
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◇本人誕生日
・小川嘉一会員 ・糸久仁一会員
・笹川英一会員

93.10

・ 出席免除会員 １0名 ）
通算出席率 92.4%

9/16メーキャップ3名・槍木会員・木村会員・増田会員

点

鐘

会長 西村 清

斉

唱

君 が 代
ベトナム国歌

ソ ン グ
お 客 様

◇奥様誕生日・青柳十兵衛会員・鎌形芳法会員
・伊藤武雄会員

四つのテスト
米山奨学生（千葉大学）

◇結婚記念日・小川嘉一会員・福田守会長
・増田繁会員

グェン ティ テュイ リーンさん

◇ロータリー地区大会ゴルフ、ニヤピン５３㎝とりました。
西村 清会長
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◇先日テレビで放映されました。

福田 守幹事

◇3回目の20才を迎えました。

笹川 英一会員

【会長挨拶】

会長 西村 清

【理事会報告】

10月に入り、お天気も秋らしく清々しい中、凛とした
空気が漂う毎日となりました。落花生の出荷もテレビ
報道されたりと八街のヤチマタらしい季節が到来して
おります。
さて月曜日には国際ロータリー第2790地区記念ゴ
ルフ大会が、成田の総成カントリークラブで参加選手、
お手伝いを含めて約200名の規模で行われました。
本クラブは私ひとりの参加でありましたが、どこのクラ
ブも三名以上の参加で団体戦も競い合い、更なる交
流も深めておられました。今日は9分区として八街
ロータリークラブ50周年の記念コンペの準備報告もご
ざいますが、今後の各種交流の中で、どうもロータ
リーの「体育の授業」は野球やサッカーよりゴルフが
定番であるようでありますので、どうぞ健康にもよく80
歳を過ぎても健棒（忘れるではありません）を振るえる
この競技により多くのメンバーがチャレンジされること
を望みます。会長となっての感想ですが、以前にも
申し上げましたとおり、伝統と誇りあるメンバーでクオ
リティの高い八街ロータリークラブであることと自負い
たします。と同時にもう少し、近隣や千葉県全体に交
流の輪が広がるような活動にも積極的でありたいなと
思う次第であります。 50周年記念での台湾との交流、
記念式典・披露での多くの仲間との交流を、次の50
年につながるよう若い世代に引き継ぐのも使命の一
つと考えます。本日もここまでで、お天気とロータリー
のお話をレギュラー講話として申し上げました。
最後になりますが、安保法制も通り、これで日本は
安全なのか危険なのか難しい判断がこれからも続くこ
ととおもいますが、そこに二日連続で日本人ノーベル
賞受賞の明るいニュースが飛び込んできました。 千
葉県とも御縁が深い受賞者でもあるようです。 ただ
し人間はこのノーベルが発明したダイナマイトで「戦
争と平和」を深く考え、武力による安定より科学や文
化による安心を得られると世界に訴えていることを忘
れてはならないと思います。 昨年の平和賞はマララ
さんという高校生でした。この若い命を狙うテロ集団
が今でも存在するとの報道を忘れてはならないと思
います。

幹事 福田 守

≪報告事項≫
1. 会計報告
2. 千葉黎明高校文化祭報告
9月12日 福田・小川・原・木村出席
創立50周年講演者 青島健太氏と面会
3.第3回第9分区会長幹事会報告
9月17日 西村会長宅で開催
4.第9回八街市社会福祉協議会チャリティーゴルフ
大会報告
現金で1万円指定寄付
5.その他

≪審議事項≫
1.第49回日本経営士会全国研究会議について
会長幹事都合により欠席
2.成田空港南ロータリークラブ創立50周年記念式典・
祝賀会について
10月15日（木）・西村会長・福田幹事・小川会員
・高橋会員出席
3.八街ロータリークラブ創立50周年記念第9分区
親睦ゴルフ大会について
10月22日（木） 千葉バーディクラブ
北村市長より持ち回りの優勝カップ･楯が贈呈される
4.ロータリー財団100％ポールハリスフェロー認定に
ついて
継続審議にする
5.ガバナー補佐訪問時のｸﾗﾌﾞ協議会について
例年通りｸﾗﾌﾞ協議会を開催する
6.ガバナー公式訪問時の対応について
ガバナーよりｸﾗﾌﾞ協議会の内容についての
指示があるのでその通り開催
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7.台風18号による洪水被害への義捐金について
本日のみ籠を回し1口500円以上で寄付を
募り合計額を送金

【米山奨学生 報告】
グエン ティ テュイ リーンさん

8.その他
八街産業まつりの出店について 11月22日(日)
八街中学校で開催 例年通りバザーを開催する
11:30集合 12：00スタート
11月4日・11日にバザー品を提出して下さい。
11日値付け予定

【幹事報告】

幹事 福田 守

◎地区委員会が主催するセミナーの出席者について
◎赤い羽根共同募金のお願い （社会福祉協議会）
1人1,000円（クオカード500円分進呈）
◎「共同募金杯」チャリティーボウリング大会の
開催のご案内 （社会福祉協議会）
日時：平成27年11月28日（土）午前9時45分～
会場：ヤングボウル八街店
参加費：１人2,000円
◎世界スカウトジャンボリーへの寄付金の御礼とご報告

◎例会変更のお知らせ
≪印西ＲＣ≫
10月28日（水）→移動例会13：00予定
上野公園芸術鑑賞と賞味会
◎受贈週報等
・白松の郷
・世界スカウトジャンボリー記念アルバム号
◎10月ロータリーレート
1ドル＝120円
◎世界ポリオデーのライブ中継イベントのお知らせ
10月24日（土）午前7時30分～

チャリティーバザー用品のお願い♪
贈答品や食料品など必ず未使用の
物をお願いします。特に食料品は
賞味期限をご確認ください。
たくさんの品物お待ちしております。
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皆さん、こんにちは。
日毎に秋も深まり、紅葉の美しい季節となりました。
皆様お元気でいらっしゃいますか。
本日、私の近況報告は先月末にロータリー奨学会に
提出していた学生レポートについてお話ししたいと思
います。宜しくお願い致します。
家族の中で長女という立場の私は大学に入ったら、
一切親から仕送りをしてもらわないように自立した生活
を送りたいと決めました。そして、日本に留学し、学業
だけではなく、国際交流分野におけるボランティア活
動等でも活躍していきたいと考えました。現在、千葉
市国際交流協会でボランティア活動や千葉県国際
課・観光物産協会等において観光案内の活動にも取
り組んでいます。このように学業と自立した生活を両立
させながら、ボランティア活動に積極的に取り組めるよ
うに私を支えていただいたのはロータリーのおかげで
す。私にとって八街RCはただ自分に奨学金をいただ
いたところだけではなく、自分の家族でもあります。私
の八街RCでは今まで奨学期間1年間の奨学生しか受
け入れていなかったのですが、今年は初めて2年間継
続する奨学生を受け入れていただけることになりまし
た。この1年間半で毎月の例会以外に夜間例会、家族
旅行会や八街ふれあい祭り等の様々な事業に参加さ
せていただきました。そして、私が早くなれるために、
カウンセラーを引き受けてくださった槍木さんを始め、
事務局員の松原さん、ロータリアンの方々は貴重な時
間を作って、町全体を案内してくださったり、自分の仕
事先を紹介したり、してくださいました。さらに、生活面
だけではなく、自分の進路にも貴重なアドバイスをして
いただきました。こんな頑固でわがままな私にいつも
優しく指導し、支えていていただいて、本当に感謝し
ています。ロータリー奨学生として後半年しかありませ
んが、貴重な時間として充実な半年間を送りたいと思
います。来年度八街RCは創立してからの50周年記念
を迎えることになります。その時は、正規のロータリー
奨学生ではなくなりますが、米山学友として、八街RC
家族の一員として参加させていただきたいです。私に
とって八街RCと出会うのは一生での大事な出会いで
す。ロータリー奨学会を卒業しても、この出会いをより
深めたいと考えております。
以上で近況報告を終わります。ご清聴ありがとうござ
いました。

【報

告】

カウンセラー 槍木 勝典

～米山梅吉記念館探訪研修旅行
米山奨学生に同行して～
日本国内ロータリアン９万人が支援する、米山奨
学事業の２７９０地区恒例の奨学生とカウンセラーの
研修、親睦旅行に参加してきました。
10月４日（日）～5日（月）二日間、記念館を訪問し、
感謝の意をこめて全員で梅吉翁の墓前に花束と焼
香を捧げました。今年の奨学生は、アメリカ、フラン
ス、ネパール、ベトナム、インドネシア、ミャンマー、
中国、韓国、インドと多彩な国々からの奨学生と、彼
らの相談役のカウンセラーの皆さんが参加され、お
互いに研鑽し合い、親睦を深め、充実した二日間
を過ごしてきました。奨学生は共通して達者な日本
語を操り、自己紹介をし、母国について語り、夢を
語り、さすがに厳しい選抜に勝ち抜いて、更に磨き
をかけつつある姿が見てとれました。
今年は現在開発中のリニアーモーター実験線の
開発拠点近くの、山梨県立リニア見学センターに足
を運びました。最先端の技術を駆使して近々、東京
名古屋間の開通の運びになる事が約束されていま
す。各国の奨学生には刺激的な見学場所になった
事でしょう。世界遺産に登録された富士山を、５合
目からの雄大な姿は、雲の合間からチラリとしか見
えなかった事は少し残念でした。
地区委員の皆様には本当にご苦労様でした。

【第１回16～17年度ガバナー補佐会議の報告】
高橋 宏一会員
去る9月26日土曜日にホテル日航成田において、
第1回の16-17年度第2790地区ガバナー補佐会議
が開催されました。当日は青木ガバナーエレクト、
白鳥政孝地区研修リーダー、森嶋庸吉地区研修サ
ブリーダー、寺嶋ガバナーノミニーと次年度ガバ
ナー補佐14人の内13人、そして藤崎政弘地区幹事
長、林康博、宮田明俊両副幹事長、そして成田コス
モポリタンRCから書記としてお一人が参加されまし
た。

まず青木ガバナーエレクトから、ガバナー候補者に指
名されたいきさつや、ご自身のロータリーでの経歴、勤
務先での経歴等についてお話がありました。そして今
後ガバナーに就任するまでの研修等の予定とガバナー
に就任するご自身の決意について話されました。
次年度のガバナー補佐に対しては青木年度の地区
運営の成功に協力していただきたい旨の要請がありま
した。当日は次年度ガバナー補佐の内おひとりが欠席
されましたが、今後開催されるガバナー補佐会議や各
委員会の研修セミナー等のガバナー補佐が出席しなけ
ればならない会合には、できる限り出席をしてほしいと
のお話がありました。ガバナー補佐は地区内各分区を
代表して選出されガバナーが委嘱する役職で、分区幹
事はクラブで指名された役であり、ガバナーから委嘱す
る役職ではないし、ガバナー補佐の代理ではないので、
地区で開催されるガバナー補佐会議には必ずガバ
ナー補佐本人が出席するようにとの要請がありました。
◎現在予定されている青木年度の主な行事予定に
ついては下記の通りです。
RI国際協議会
2016年1月17日～23日
ｱﾒﾘｶ・ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州 ・ サンディエゴ
地区チーム研修セミナー 2016年3月5日（土）
13：00～18：00 成田ビューホテル
会長エレクト研修セミナー 2016年3月26日（土）
9：30～18：00 成田ビューホテル
地区研修・協議会 2016年4月29日（祝）
9：00～16：00 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ
RI国際大会 2016年5月28～6月1日
韓国 ･ ソウル
地区大会記念ゴルフ大会
未定
久能カントリークラブ
地区大会 2016年9月24日～25日（土・日）
成田国際文化会館＆成田ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙ
RI国際大会 2017年6月10～14日
アメリカ・ジョージア州 アトランタ
尚、因みに16-17年度ガバナー補佐会議の開催日は
今年度中には11月７日、12月19日、2月13日、4月9日、
6月11日の５回の開催日が決まっております。場所はい
ずれもホテル日航成田です。

広報・ＩＴ委員会／ 樋渡 琢也 ・ 糸久仁一 ・ 萬来謙一
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