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第２７９０地区ガバナー 寺嶋　哲生（柏ＲＣ）

第４分区ガバナー補佐 内田　稔　（木更津東ＲＣ）

富津シティＲ．Ｃ会長 立石　泰之

　　　〃　　　　副会長 椎津　裕貴

　　　〃　　　　幹事 高木　一彦

　　　〃　　　　SAA 遠藤　和夫 　 会長　　　　 副会長 　　　 幹事　 　 　ＳＡＡ　　

ＳＡＡ 宮崎　晴幸会員 ソング

「奉仕の理想」

点鐘　　 立石　泰之会長 ソングリーダー　

　　　　平野　勝也会員

【会長挨拶】 立石　泰之会長

　皆さん、こんにちは。本日の例会アワーは「ロータリーの友」情報です。この本は世界中のロータリー活動が紹介

されていてとても勉強になります。今日は日本のロータリーの歴史を紹介させて頂きます。「わが国最初のロータリ

ークラブは、１９２０（大正９年）年１０月２０日に創立された東京ロータリークラブで、翌１９２１年４月１日に、

世界で８５５番目のクラブとして、国際ロータリーに加盟が承認されました。日本でのロータリークラブ設立につい

ては、ポール・ハリスの片腕としてロータリーの組織をつくり、海外拡大に情熱的に取り組んだ初代事務総長チェス

リー・ペリーと、設立の準備に奔走した米山梅吉、福島喜三次などの先達の功を忘れることができません。その後、

日本のロータリーは、第２次世界大戦の波に洗われて、１９４０年に国際ロータリーから脱退します。戦後１９４９

年３月になって、再び復帰加盟しますが、この時、復帰に尽力してくれたのが国際ロータリーの第３代事務総長ジョ

ージ・ミーンズでした。その後の日本におけるロータリーの拡大発展は目覚ましいものがあります。ロータリー財団

への貢献も抜群で、今や国際ロータリーにおける日本の地位は不動のものになりました。現在、日本全体でのクラブ

数は２,２６１、会員数８９,２１４人（２０１７年８月末現在）となっています。」

　県の発表ですが台風２１、２２号による農林水産業への被害額が計約４６億１５００万円に上り、過去１０年間の

台風によるものでは最大になってしまいました。国は台風２１号による被害を激甚災害に指定しており、県は国の支

援策を活用して被災した農水漁業者の復旧を支援します。県は被災農水漁業者に対し、施設復旧などに必要な資金を

無利子で融資する県単独の災害対策資金を適用することを決めています。今回新たに、台風２１号による被害をめぐ
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り、農業近代化資金などの常設制度について、貸付当初５年間は実質無利子で貸し付けを行うことを明らかにしてお

ります。富津市でも甚大な被害がありました。１日でも早い復旧をお祈り申し上げます。

本日も宜しくお願い致します。

【誕生祝い】 １１月１９日　山口　稔　会員 １１月２２日　窪田　謙　会員

【結婚祝い】 １１月２２日　高木　一彦会員

【幹事報告】 　高木　一彦幹事

　こんにちは、本日はこの後館山市議会との交流会があるため幹事報告終了後に退席させていただきます。さて、こ

の館山議会との交流会ですが、毎年恒例行事となっておりまして、私自身は昨年に引き続き２回目となります。昨年

は富津市内で行われましたが、今回は館山市内で視察と交流会を行います。人口規模がほぼ同じ両市ですが、館山の

メインの産業は観光、富津市は全域では観光、北部では工業地帯となります。お互いに共通の問題も抱えており、交

流を持つ事は非常に意味のあるものと思っております。この機会に色々なことを吸収して今後の活動に生かしたいと

思います。それでは幹事報告をさせていただきます。

・ガバナー事務局より、ＲＬＩ（ロータリー・リーダーシップ研究会）のお知らせが届いております。この研究会で

　すが、会員おひとりお一人がリーダーシップ意識を高めることにより、一層ロータリー精神を理解でき、クラブ内

　での快活な語り合いを通して自己研鑽し、クラブ活性に結びつけることができるプログラムです。クラブ会長・ク

　ラブ研修リーダーにおかれましては、幅広い会員がＲＬＩに参加できますようにクラブ内での進言をお願い申し上

　げますという事です。

　　日　時：2018年2月12日（月/振替祝日）

　　受　付：9時40分　開会10時10分～　閉会18時10分
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　　場　所：千葉市民会館　地下1階小ホール　住所：千葉市中央区要町1-1　電話043-224-2431

　　（午前中の集合場所です。午後から3階特別会議室2に移動）

　　定　員：60名（受付順として定員数に達した時点で締切りいたします）

　　形　式：少人数（10名以内）でのディスカッションを50分間で6セッション行います。

　　対　象：向上心のある希望者（推薦者クラブ会長：幹事：エレクト：研修委員長他）

　　参加費：4,000円/1会員（RLI参加者テキスト1,000円＋資料＋昼食＋飲料含む）

・君津ロータリークラブより例会変更のお知らせが届いております。

　移動例会

　　日時：12月18日（月）　18時～

　　場所：ホテル千成

　　内容：夜間例会（会員家族親睦忘年例会）とする

　休会

　　12月25日（月）（定款第8条第1節C項に基づき）

・先週に引き続き報告させていただきますが、川崎マリーンロータリークラブよりクリスマス家族例会の案内が届い

　ております。１２月７日が申込期限となっていますので、１２月６日の例会までに取りまとめて報告します。沢山

　の参加をお待ちしております。

　　日　　時：12月21日（木）

　　場　　所：ザクラシカベイリゾート　　横浜駅きた東口直結　徒歩3分又は、横浜駅東口　徒歩7分

　　受付開始：17時30分より

　　点　　鍾：18時00分

　 　　閉　　会：20時30分ごろ

　　申込期日：12月7日（木）までにお知らせください。

以上で幹事報告を終わります。

【委員会報告】 特にありません。

【ロータリーの友　情報】 ＩＴ広報公共委員会　　佐々木　敏郎会員

１１月号：　ＲＩより

1.   私たちの目標：ポリオのない世界（P１２～１９)

　・ロータリークラブのこれまでのポリオ撲滅への取り組みを含めてゲイツ

　　財団のポリオ撲滅プログラムの責任者であるジェイ・ウエンガー氏が、

　　伝染病の研究者としての彼の仕事について語る。

　・最初のワクチンが1995年に出たときには医学の奇跡と称賛されました。

　・世界的に何十万件もあった発症数が、アメリカやほかの恵まれた国では

　　ゼロになりました。

　・ポリオウイルスは脊柱の細胞を侵します。佐野細胞が一度破壊されると、

　　脳から筋肉に伝達する手段がなくなってしまいます。　・・・・・・　また肺や横隔膜の筋肉に影響が及んだ場合、

　　呼吸をすることができなくなるため、命に係わることもあります。

　・現在、世界で野生のポリオウイルスが残っているのは、アフガニスタン、パキスタン、ナイジェリアのわずか3か国

　　です。これらはポリオと闘うよりさらに大きな問題があるため、活動するのは難しい国です。

　・昨年7月末時点で、世界のポリオ発症件数が19件だという報告がありました。今年はわずか8件です。しかし本当に

　　ポリオが撲滅されたかどうかを私たちが知ることができるのは3年間新たな発症例がなかった時です。

　ご一読を
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２.　難民にシェルターを日本の教育現場に難民についての教材を（P.２０～２１)

　・世界では長引く紛争を逃れ、避難先と保護を必要としている人が、2016年末で6,500万人、つまり日本の人口の半分

　　以上になります。

　・シェルターは単に風雨をしのぎだけのものではありません。プライバシーや尊厳の確保に役立ち、安全な場所で家

　　族が一緒に暮らせます。シェルターは、身体的・精神的な健康にとって重要であり、人々が生活を再建するための

　　基盤となります。

　ご一読を

３．日本ロータリー100周年実行委員会アンケート調査結果報告(P.２８～３２)

　・クラブの現状と課題について　　

　　会員の高齢化、会員の減少

　・クラブの運営について

　　例会・委員会活動などのマンネリ化

　・会員がロータリーを続ける理由は何だと思いますか？

　　異業種交流ができる

　　生涯の友人・仲間ができる・例会が楽しい

　・自由意見

　　１００周年記念式典などのイベントについての代表的意見

　　→　形式的なことはやめたほうが良い。（鐘を含めて）

　　→　イベントにお金を費やすのであれば、寄付金や奉仕活動に充ててほしい。

　・ロータリー財団、米山記念奨学会に対する意見

　　→　日本国内の貧困問題に目を向ける必要がある。世界の学生に目を向けることも重要だが、日本国内の若者を

　　　　を支援する必要がある。

　・本アンケートに対する評価

　　→　アンケートの意味が分からない。日本のロータリー１００周年を祝うこととオリンピックの結びつきが分からない。

　　など　今後のロータリーの行く末を暗示するような辛辣な結果もあり。　　ご一読ください。

４．卓話の泉（P.５６）　　健康食品は大丈夫？　　　　勝部医院院長　勝部　芳樹

　・一口に「健康食品」と言っても細かく分類されています。一般に口から摂取するものは食品と医薬品に分かれます。

　・保健機能食品に含まれず、機能性表示が認められていない「いわゆる健康食品」は一般食品の範疇に入ります。健康

　　食品の被害が時として問題になっていますが、「いわゆる健康食品」がその原因となることが多いように思われます。

　・いわゆる健康食品の問題点としては①有害物の混入、②成分表示は多数あっても微量、または表示と異なる成分の添

　　加、③原材料の純度や成分に規格がない、などが挙げられます。

　・健康食品を摂取される場合は、本当に信頼に値するものかをよくお考えになることをお勧めします。

　　ご一読ください。

５．阿部豊任会員１０１歳誕生お祝い記念例会(P.５８) 

　・７月１９日、水曜日の例会が阿部豊任（とよひで）会員の１０１歳の誕生日と重なり、多くの会員が出席し阿部さん

　　の誕生日をお祝いしました

　・記憶力も素晴らしく、数字や固有名詞もしっかり記憶されていて現在もポール・ハリスの「抜粋　ロータリーへの私

　　の道」を愛読し、ロータリーを考え、学び、それを言葉として表現なさっています。

６．ロータリー財団奨学生、その後 （Ｐ．６９～７３）

　　　　国立大学法人　宮崎大学長　　池ノ上　克（つよむ）

　・鹿児島大学医学部卒業後医者になった私は、、、、　これから生まれてこようとする赤ちゃんたちが、次々に亡くな

　　ってしまうことに衝撃を受けました。
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　・「何でこのロータリー財団奨学金が必要なのですか」という話になって「周産期医学をやりたいのです」と言ったら、

　　そのテーマが面白いということで、財団奨学生に選んでいただきました。

　　南カリフォルニア大学のウイメンズホスピタルに留学した。

　　その後

　　五つ子ちゃんと出会う

　　大学そのものが地域と共に発展を

　ご一読を

以上、ロータリーの友＜2017年11月号＞より情報を抜粋してお届けしました

（文責：佐々木　敏郎）

【ニコニコボックス】　 クラブ管理運営委員会 竹内　謙治会員

平野　勝也会員… おせわになります。

窪田　謙　会員… 今日は、自分の誕生日11月22日、良い夫婦の日

です。これからも頑張って生きて行きます。

山口　稔　会員… 誕生日祝いありがとうございました。

73才になりました。

もう少しがんばります。

皆さんのお力添を宜しくお願いします。

高木　一彦会員… 結婚祝いありがとうございます。

立石　泰之会長… いつもお世話になっております。

本日は「ロータリーの友」情報を詳しく発表して

頂きました佐々木さん、ありがとうございました。

11,000円

【出席報告】 クラブ管理運営委員会　 竹内　謙治会員

区分 出席 欠席 出席率

今回 12 3 86.7%

前回 13 2 86.7%

【第４分区クラブ例会日程】

例会日

木

木

木

水

月

月
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君津 ホテル千成 0439－52-8511 0439－　52－8882

袖ヶ浦 レストラン菜心味 0438－60-1753 0438－　64－1139

富津中央 割烹旅館　いち川 0439－65-0177 0439－　65－0177

木更津東 オークラ　アカデミアパークホテル 0438 - 52-0111 0438－　25－0716

木更津 東京ベイプラザホテル 0438－25-8888 0438－　23－3080

上総 割烹旅館　山徳 0439－27-2003 0439－　27－2336

15 0

クラブ名 例会場 TEL 事務局TEL

本日のニコニコ

累計金額 176,000円

会員数 make up

15 1


