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２０１８-１９年度 

第２６５１回 
２０１８年１０月１９日（金）点鐘１２：３０ ≪晴れ≫ 

◆ロータリーソング『手に手つないで』 

◆四つのテスト ～言行はこれに照らしてから～ 

  １．真実か どうか 

  ２．みんなに公平か 

  ３．好意と友情を深めるか 

  ４．みんなのためになるか どうか 

◆お客様紹介                 

◇第４グループ ガバナー補佐 山崎 喜雄様 

◇ひかり学園 園長 武藤 直樹様 

◆会長報告          五十嵐 博章会長  

先週 12,13,14日の２泊３日で、中国大連へ 17名で 55

周年記念親睦旅行に行ってきました。初日は沙河区の

啓智学校、主に自閉症のある子供たちの施設を訪問し

ました。この学校は10800㎡と非常に広い敷地で、リハビ

リ棟、体育館、教室があり、子供たちが社会に出てから

色々な職業に就けるように実習の設備を整えていました。

実際に、啓智学校を卒業してホテルやレストランへ勤め

ている子供たちも多いということでした。今回訪問してみ

て、子供たちが良い環境でのびのびと学習しているとい

うのが率直な感想でした。セレモニーでは、子供たちが

使う工具を寄贈しましたが、大変喜んでいただき、お返

しに子供たちがビーズで作った工芸品を頂きました。 

その日の夜の例会は米山奨学生の学友会の方たちと、

愛納孤独症障碍者施設の子供たちと保護者の方々を招

いて行いました。懇親会では自閉症のある子供たちが歌

やピアノを披露してくれましたが、笑顔が輝いていました。

代表者の方とお話ししたところ、草の根的な活動をして

おり、親御さんたちの心のケアも行っているとのことでし

た。 

今回、どちらの施設でも大変な好評を頂き、今後も継

続していきたいというのが感想です。２日目は市内観光

と、旅順（203 高地）へと分かれての行動でしたが、それ

ぞれ有意義な日を過ごすことが出来ました。写真等を後

日ご覧頂く機会を設けたいと考えております。 

◆ロータリー財団より記念品伝達           

◇第６回マルチプル・ポール・ハリス・フェロー寄付 

 

 

 斎藤昌雄会員 

 

 

 

 

 

◆委員会報告                  

≪社会奉仕委員会より≫ （伊藤 和夫委員長） 

・第 16 回国際里山の集い、10/7 に無事に、怪我もなく

行われました。恒例のそうめん流し、子供たちにも好評

でした。 

≪親睦活動委員会より≫ （河原 大輔委員長） 

・11/2 に 55 周年記念旅行の報告をしたいと思います。

会長報告の補足として、夜の懇親会で愛納孤独症障碍

者施設より感謝状を頂きました。 

・今後の親睦活動として、皆でゴスペルを歌う企画を 11

月より行って、間に合えば家族忘年例会で披露したいと

思います。 

◆ご挨拶                     

≪ひかり学園 園長 武藤 直樹様≫ 

いつもご協力頂きまして有り難うございます。今年も

多古米と野菜の販売について、ご協力下さいますよう

お願いいたします。また毎年多古町で行われている

「いきいきフェスタ TAKO」（11 月 23 日）において、ひ

かり学園の保護者がバザー販売をしておりますので、

そちらの方もご協力下さいますようよろしくお願いいた

します。 

◆幹事報告           松尾 博之幹事  

次週（10/26）の例会は、地区大会へ変更。10/28(日) 

9:3０点鐘、会場はホテルニューオータニ幕張。 

◆ニコニコボックス報告             

≪第４グループガバナー補佐 山崎 喜雄様≫ 

公式訪問の事前訪問でお伺いさせて頂きました。本

日はよろしくお願いいたします。 



≪五十嵐 博章会長・松尾 博之幹事≫ 

秋も深まりゆく中、季節外れの桜の開花が相次いでい

ると報道されておりました。これは、開花を止める成分が

ある葉が台風２４号の影響で飛び散ったことが原因のよう

です。今年の紅葉、綺麗だといいですね。 

さて、本日はガバナー補佐訪問です。山崎ガバナー

補佐、宜しくお願い致します。 

ひかり学園園長の武藤様、どうぞごゆっくりとお過ごし

下さい。 

≪金親 博榮会員・伊藤 和夫社会奉仕委員長≫ 

第 16回国際里山の集いは、10月 7日、盛会のうちに

開催することが出来ました。75 名の参加者のうち、これま

でに無いほど多くの米山奨学生、財団奨学生、インター

アクト、ローターアクトの方々が参加してくださいました。 

冨地区米山記念奨学委員長のご協力の賜物でした。

スタッフの皆様、鈴木会員、有り難うございました。 

 

 

◆出席報告 (会員数４９名)              

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい。 

クラブ協議会 

 

≪第４グループガバナー補佐 山崎 喜雄様≫ 

本日はガバナー公式訪問

の事前調査の位置付けです。

これから公式訪問へ備えて

いきたいと思います。ガバナ

ーは国際ロータリーの役員で

もあり、各地区のロータリーと

連携して会員増強に努めなく

てはならない立場にあります。

訪問の際には、会員増強の

観点から色々聞かれるかも知

れませんが、優しい方なのでよろしくお願いします。なか

なかない機会なので、ガバナーの考え方や方針につい

て触れて頂ければと思います。当日は３クラブの協議会、

時間は限られていますが、皆さんの活発な意見・質問を

お願いします。 

 

以下、各委員会より活動方針、活動計画の内容説明

（活動計画書参照） 

 

《クラブ管理運営委員会》  （廻 辰一郎委員長） 

《プログラム委員会》  （小林  透委員長） 

 

《会報委員会》  （普天間 操委員長） 

 

《出席委員会》  （大塚 裕正委員長） 

 

《クラブ研修委員会》  （向後 保雄委員長） 

 

《親睦活動委員会》  （河原 大輔委員長） 

 

《会員増強・退会防止委員会》  （小林 透委員長） 

 

《IT広報公共イメージ委員会》  （石井 慎一委員長） 

 

《奉仕プロジェクト委員会》  （斎藤 昌雄委員長） 

 

《職業奉仕委員会》  （斎藤 昌雄委員長） 

 

《国際奉仕委員会》  （植松 省自委員長） 

 

《青少年奉仕・RYLA委員会》  （土屋 文武委員長） 

 

《社会奉仕委員会》  （伊藤 和夫委員長） 

 

《ロータリー財団委員会》  （鈴木 美津江委員長） 

 

《米山記念奨学委員会》  （竹尾 白委員長） 

 

 

≪山崎 喜雄ガバナー補佐  総評≫ 

 各委員長の皆様、素晴らしい発表を有り難うございまし

た。11/7 がガバナー公式訪問となります。大勢の皆さん

がご出席下さいますようよろしくお願いいたします 

 

 

 

第２６５２回例会 

≪地区大会≫ 

日 時⇒ ２０１８年１０月２８日(日) 点鐘０９：３０ 

  会 場⇒ ホテルニューオータニ幕張 

第２６５３回例会 

日 時⇒ ２０１８年１１月２日(金) 点鐘１２：３０ 

  卓 話⇒ 会員ミニ卓話 

 

＜会報当番：石川 知生＞ 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 12,000 円 累計 107,000 円 

金の箱 410 円 累計 3,871 円 

出席者数 

37 名 

欠席者数 

12 名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

２名 

10/5 修正出席率   

66.67 ％ 

千葉ＲＣ 月 10/29・11/26 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 10/30・11/20 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 10/30 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 10/31・11/21 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水  ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 11/1・11/22 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木  京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 


