国際ロータリー第 2790 地区（千葉県）第 8 グループ
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第３回例会

令和 2 年 7 月 21 日（火）

千葉興業銀行八日市場支店２階例会場

例会プログラム

そして地区から当クラブの大塚ガバナー補佐が出
席されました。米山梅吉氏は東京 RC の初代会長
〇点
鐘
宇之沢文夫会長
でございます。米山梅吉氏が奨学制度をつくった
〇ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ
「奉仕の理想」斉唱 のではなく、米山梅吉氏の功績を讃えるためにつ
〇会長挨拶
宇之沢文夫会長
くられた公益財団法人です。現在 700 名くらいの
〇幹事報告
鈴木 英人幹事
奨学生を受け入れております。主にアジア圏の学
生です。セミナーの時も奨学生がいらしていまし
〇委員会報告
た。このコロナの中でアルバイトもできず、仕送
〇ロータリーの友解説
小川 英毅会員
りも大変な中で奨学金をもらって安心して学業が
〇委員会計画発表
各委員長
できる、ありがたい。とおっしゃっていました。
〇ニコニコ報告
私たちの寄付が役に立っているんだと改めて感じ
〇出席状況報告
ました。この奨学金は会費の中から 1 人当たり年
〇点
鐘
宇之沢文夫会長
間 4,000 円づつ寄付していて、特別寄付として毎
年 4 名ほどにお願いをしております。奨学金を受
会長挨拶 ・・・宇之沢文夫会長
けるのは認定試験などを通過した大変優秀な学生
だと思います。やはり人間は優秀でなければダメ
だと感じました。

幹事報告 ・・・鈴木

皆さん、出席ご苦労様です。今週は４連休があり
ます。Go to キャンペーンが始まりますが、この
様なコロナ禍の中、安心して旅行ができるのか、
安心して迎えられるのか、心配しております。さ
て、先日、米山奨学委員会セミナーへ熱田文彦委
員長、鈴木幹事とともに出席してまいりました。
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英人幹事

◇例会場及び時間の変更
◇会報受領クラブ名
◇週報礼状
＊上記、本日はございません。

地域医療サービスの堅持に貢献していきたい」と
いう事が書いてありました。この活動を一緒に活
動してきた直前ガバナーの方々、海外の大使から
のメッセージもｐ.50、51 に掲載されていますの
で是非ご覧ください。フェースシールドを寄贈す
ることによってロータリーの動きというものが世
界的にも大きな波になっていると感じました。ロ
ータリーの友は大変良いことが書いてありますの
で、是非時間のある時に読んでみてください。

◇その他
＊配布物・・・ロータリーの友 7 月号
＊本日、銚子東 RC へ大塚ガバナー補佐、鈴木
ガバナー補佐幹事が就任の挨拶へ行かれてお
ります。

委員会計画発表

委員会報告

◇出席委員会・・・伊藤眞帆委員長

＊本日はございません。

ロータリーの友解説

・・・小川英毅会員

本年度の計画としまして、例会における出席率の
向上を目標とし、会員相互の出席勧奨及び連絡の
徹底により、出席率の向上を目指します。具体的
には、昨年度の出席率以上の実績となるようにし
たいと思います。夕方から参加する例会もありま
すので、皆様のご協力をお願い致します。
皆さん、こんにちは。ロータリーの友 7 月号の解
説をさせていただきます、小川です。宜しくお願
い致します。今月号ｐ.48 にある記事が大変素晴
らしいなと思ったのでお伝えしたいと思います。
『医療現場最前線－新型コロナウイルス感染症か
ら医療従事者を守る－』という記事です。第
2760 地区直前ガバナーの伊藤靖祐氏と名古屋和
合 RC の福田哲三氏が働きかけを行ってなされた
事業です。医療従事者の皆さんを感染から守り、
医療崩壊を防ぐという目的で「フェースシール
ド」寄贈の事業を 3 月中旬に思い立ったというこ
とです。まず、プラスチック加工会社を経営する
友人に相談し、医療品を手掛けたことはありませ
んでしたが、話を持ち掛けた翌日には試作品が完
成するという非常に素早く対応をしてくれたそう
です。しかし、短期間で量産体制を構築するのは
容易ではなく、最終的には愛知県や岐阜県の 5 つ
の中小企業が関わり、フェースシールドの量産体
制が整い単価 100 円で作ることが出来ました。現
在では医療機関の需要が増え、生産に関わる会社
は 10 社以上に広がっています。ｐ.49 の上部に
は日本医師会からの声ということで日本医師会の
横倉会長からのお言葉も掲載されています。
この活動は全国に拡大していて、
「これからも
日本中のロータリアンの皆さんと力を合わせて、

◇希望の風推進委員会・・・鵜澤仁智委員長

東日本大震災から 9 年が経ちますが、震災孤児の
学業支援のために誕生した希望の風奨学金です。
今年も協力したいと思います。例会の中で皆さん
の善意を募らせて頂きます。月に 1 度募金箱を回
させていただきますのでご協力をお願い致しま
す。
◇ロータリー研修委員会・・・柏熊

均委員長

当委員会は大塚ガバナー補佐と二人です。大塚ガ
バナー補佐報告と共に地区の方針、考え方、クラ
ブの活動状況などを例会の席でお話頂きたいと思
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います。また、新しい会員が増えましたので、ベ
テラン会員の皆さん、ガバナー補佐経験者の皆さ
んに創立当時から今までのクラブの出来事等をお
話頂ければこれからの活動の参考になるのではな
いかと思います。御協力をお願い致します。
◇新会員勧誘委員会・・・林

らないのですが、臨機応変に対応していきたいと
思います。
◇社会奉仕委員会・・・橋本英之委員長

咲江委員長

社会奉仕委員会は、クラブ会員相互の親睦を深め
ながら地域社会に貢献すべく企画・実施したいと
思います。1 つは毎年恒例の飯高寺の清掃、9 月
15 日（火）に計画をしています。2 つ目は日本赤
十字献血運動への参加協力です。10 月 15 日
（木）に予定しております。近くなりましたら改
めてご案内をさせていただきます。一人でも多く
の方に献血の大切さをご理解いただき、一層のご
協力をお願い致します。

本年も引き続き、当クラブの仲間の輪を広げてい
くには若い人材が必要かと思います。活力ある若
い世代の方々に入会して頂き、明るく活気のみな
ぎるクラブにしていきたいと思っております。ク
ラブ会員同士、情報交換をしながら、良い方向へ
積極的に取り組んでいきたいと思います。1～2
名、必ず入会して頂きたいと願っております。ぜ
ひ、クラブの皆様のお力をお借りしたいと思いま
す。御協力をお願い致します。

◇国際奉仕委員会・・・鵜澤宜広委員長

◇広報・公共イメージ向上委員会
・・・梅原佐一委員長

コロナ禍の中、いつもでしたら富平ロータリーク
ラブとの交流がありましたが、今はそれができま
せん。何ができるかと考えましたが、当クラブに
は閔会員がいらっしゃいます。韓国料理をみんな
で食べたいなというのが一つ、もう一つは今問題
になっている海洋のプラスチックごみ問題です。
千葉県も太平洋に面した県です。このプラスチッ
クごみをいかに減らしていくかが大事な問題だと
日頃考えています。その点について何かできるか
考えていきたいと思います。

ロータリーのイメージ向上のために色々な広報活
動をしていきますので、御協力をお願い致しま
す。
◇職業奉仕委員会・・・大久保要治委員長

◇青少年奉仕委員会・・・小川英毅委員長

職業奉仕は四つのテストが基本になっています。
目的は「職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕
事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕す
る機会としてロータリアン各自の職業を高潔なも
のにすること」と定義されています。今年度は、
当クラブ会員の会社に職場訪問を行う予定です
が、新型コロナウイルスの関係でどうなるか分か

恒例となっている RYLA を中心に活動してまい
ります。RYLA を通し、リーダーシップ、良き市
民、人間として成長できる若者の育成を進めてま
いります。
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◇プログラム委員会
・・・川口京子管理運営統括理事

出席状況報告 ・・・伊藤眞帆出席委員長

本日は伊藤プログラム委員長がお休みですので、
代わりに近況をご報告します。楽しいプログラム
を色々検討していましたが、このコロナ禍の中で
すので卓話者の調整が難しくなっています。先
程、ロータリー研修の柏熊委員長からもございま
したが、プログラム委員会、ロータリー研修委員
会が協力し、会員卓話を充実させたいと思ってい
ます。その際は、皆さんのご協力をお願い致しま
す。

項 目
本日
7/21
前回
7/14

会員総数

出席数

出席率％

39 名

23 名
MU 2 名

69.2％

39 名

24 名

67％

ニコニコ BOX 報告 ・・・井上峰夫親睦委員
◎出席免除者数 6 名

〇点

鐘

宇之沢文夫会長

🌸本日のお弁当🌸
◇栗田 壯一君 仕事の都合で早退します
DVD をいただいて
◇井上 峰夫君 愛宕神社祭礼中止残念です
◇宇之沢文夫君 出席ご苦労様です
◇川口 京子君 出席ご苦労様です
◇梅原 佐一君 初 SAA、協力ありがとう
ございます
◇伊藤 眞帆君 DVD をいただいて

累

計

「魚ぜん」

１１，０００円
７８，０００円

7 月 28 日（火）の夜間移動例会（納涼
会）は休会となります。次回例会は 8 月
11 日（火）ですので、お間違えないよ
うよろしくお願いいたします。
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