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No.2875              第１０回例会   令和４年 10月 4日（火） 

千葉興業銀行八日市場支店２階例会場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。本日も出席お疲れ様です。 

今月は「水と衛生月間」そして「米山月間」とな

っております。 10月 8、9 日は地区大会 18 日

には地区補助金を使った飯高檀林を「観光地とし

て後押しをするプロジェクト」翌日の 19日には 

 

匝瑳市役所で献血活動もございます。年齢制限や

海外に行かれた方は対象から外れますが、社会奉

仕の活動として、広報・公共イメージ向上活動の

一巻でもありますので、御協力の程宜しくお願い

致します。 

30日にはロータリー情報研修会がございます。 

 

10月は「神無月」。神様がどこかに集まって来年

の事を話し合う月だそうですが、そういわれると

私自身も去年の今頃は今年度の事を色々と考えな

がら、どの神様（理事）に何をお願いしたら良い

のか等と考えていた事を思い出します。 

 

先週の土曜日、熱田幹事と共に地区の研修系３委

員会合同セミナーに参加をして参りました。3委

員会とは職業奉仕、ロータリー情報、ロータリー

研修の事でした。テーマはそれぞれ「ロータリー

の原点を振り返る。」「ロータリーの現状を把握

し、将来の方向を探る。」そして「現状分析から

元気なクラブづくりへ」最後に得居研修リーダー

の講評があり、約 2時間の研修でしたが改めて今

年度の RI テーマ「イマジンロータリー」を振り

返る大変意義ある研修でした。 

 

さて、本日は会員卓話です。ロータリー研修委員

会鈴木勝彦委員にお願いをして「国際ロータリー

の基本」的な部分と「八日市場ロータリークラブ

の原点」についてお話して頂き、当クラブの価値

観や将来性、方向性を探るヒントを頂きたいと思

R.I 会長        ジェニファー・E・ジョーンズ 

（ウインザー・ローズランド RC、カナダ） 

第 2790 地区ガバナー     小倉 純夫（松戸 RC） 

第 8 グループガバナー補佐   信太 秀紀（銚子 RC） 

国際ロータリー第 2790 地区（千葉県）第 8 グループ  YOKAICHIBA ROTARY CLUB 

会     長    鈴 木 英 人 

副  会  長    菱 木 智 仁 

幹     事    熱 田 文 彦 

広報・公共イメージ 

向上委員長      熱 田 寛 明 
創 立 昭和 37 年（1962）1 月 13 日 

平成 29 年（2017）韓国富平 RC との姉妹クラブ締結 

例会日 毎週火曜日 12：30～13：30 

例会場 千葉興業銀行八日市場支店（２階） 

事務局 千葉県匝瑳市八日市場イ 2571 

    TEL 090-3240-6397（幹事）  

FAX 050-3033-4137（事務局） 

      http://yokaichiba-rc.jp/ 

 例会プログラム 

〇点   鐘         鈴木 英人会長 

〇国   歌        「君が代」斉唱 
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〇出席状況報告  
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います。それでは本日の例会どうぞよろしくお願

い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.例会場及び時間の変更  

＊多古ロータリークラブ 

10月 11日（火）は休会、18 日（火）は地区大

会の振替のため休会となります。 

 

＊銚子東ロータリークラブ 

10月 11日（火）は地区大会の振替のため休会、

11月 1日（火）は 11 月 2 日（水）銚子ロータ

リークラブ合同ガバナー公式訪問の振替のた

め休会となります。 

  

＊旭ロータリークラブ 

  10月７日（金）は地区大会の振替のため休会、 

14日（金）は定款により休会となります。 

  28 日（金）は夜間例会のため、点鐘 18：30、 

場所はホテルサンモールとなります。 

 

2.会報受領クラブ名  

  ＊本日はございません。 

   

3.週報礼状  

＊PG 諸岡靖彦様より届いております。 

 

4. 記念日表彰 

 【入会記念】 

  江波戸正雄様  H15 年 10月 28日 

  林  咲江様  H21 年 10 月 6 日 

  宇之沢文夫様  H21 年 10 月 6 日 

  鈴木 英人様  H21 年 10 月 6 日 

  川口 京子様  H21 年 10 月 6 日 

  小川 英毅様  R1年 10 月 2日 

 

 【誕生祝】 

  鈴木 勝彦様  S22 年 10 月 18日 

  大塚 榮一様  S22 年 10 月 22 日 

  閔  鉉基様  S38 年 10 月 22 日 

  菱木 智仁様  S31 年 10 月 19 日 

  大久保要治様  S26 年 10 月 20 日 

 【ご主人様、奥様誕生祝】 

  川口 幸一様（川口 京子様） 10月 30 日 

  熱田 公江様（熱田 健治様） 10月 20 日 

 

 【結婚祝】 

  大塚 榮一様・和枝様  10 月 9 日 

  小川 英毅様・有希子様 10月 10日 

 

5.その他 

 ◇配布物・・・ロータリーの友 10 月号 

        ガバナー月信 10月号 

 

 ◇回覧・・・財団室ニュース 10月号 

 

 ◇今月のロータリーレートは 145 円となってお

ります。 

 

 ◇成田空港南ロータリークラブより活動計画書

が届いております。 

 

 ◇来週 10月 11 日（火）は地区大会の振替のた

め休会となります。 

  地区大会に参加される方はバスがでますので

10月 9日（日）7：30 に匝瑳市商工会となり

ますのでお間違え無いよう宜しくお願い致し

ます。 

 

 ◇本日理事会がございますので、役員・理事の

方は宜しくお願い致します。 

  

 

 

＊本日はございません。 

 

 

 

    会員卓話 鈴木 勝彦会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。秋の衣替えの季節となり、朝

晩は涼しくなり、凌ぎやすくなってまいりまし

た。さて、私事ですが、令和元年 10 月に家内が

倒れ、ロータリー歴 20 年＋年齢が 85歳以上をク

幹事報告  ・・・熱田 文彦幹事 

委員会報告  

ロータリー研修会 
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リアしていることもあって出席免除会員の手続き

を取り、今日に至っております。 

 

本年、鈴木英人年度は、ロータリー研修委員長の

青木さんのもと、研修委員を務めます。久しぶり

の卓話ということでこのひと月は、ロータリーの

友、地区月信、今年度の活動計画書や週報等に目

を向けて参りました。その中で、私にとりまして

注目する二人についてお話させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーの友 7 月号に日本全国 34 名のガバナ

ーが紹介されております。その中でまずは、当

2790 地区ガバナー 松戸 RC 小倉純夫さんです。

八日市場ロータリークラブでは、昨年 11月、川

口年度にリモートにて卓話を頂戴しております。

小倉さんは土屋亮平パストガバナーの誘いでロー

タリーの門をたたいたそうですが、6 年前、青木

ガバナー年度、私と同期のガバナー補佐で大変お

世話になった仲です。当時の 14 名のガバナー補

佐を代表し、今年度ガバナーとして大いにリーダ

ーシップを発揮していただきたく応援するもので

す。10月 8日、9 日の地区大会はもとより、10

月 30 日の第 8 グループロータリー情報研修会、

12月 2日の旭・八日市場合同公式訪問例会、下

期 IM 等の行事には多くの方で出席しましょう。 

 

もうひと方は第 2800地区ガバナー 鶴岡 RC 所属

の佐藤孝子さんです。平成 31年 4月、鶴岡ロー

タリークラブ創立 60周年記念式典に八日市場か

ら私と大塚榮一さん、鈴木英人さん、銚子クラブ

から島田洋二郎さんの 4名で参加の際、鶴岡 RC

の案内役として佐藤さんがいらっしゃり、名刺交

換を致しました。2 泊 3 日の訪問でしたが、ビチ

ャイ・ラタクル RI 元会長の接待役に従事してお

りました藤川享胤さんというより、この 3日間、

佐藤さんにお世話いただき楽しい旅となりまし

た。式典終了後の 3日目、出羽三山 羽黒山の国

宝・五重の塔の見学、最上川下流、酒田の街、お

みやげの紹介等彼女の気配りに素晴らしいものが

ありました。ここでロータリーの友 7月号の紹介

文を読ませていただきます。 

『鶴岡 RC5人目のガバナーは地区初の女性ガバナ

ー・佐藤孝子さんです。神奈川県川崎市で生ま

れ、大学卒業と同時に結婚。山形の庄内地域、羽

黒町へ。愛するパートナーで歯科医師の恒雄先生

と共に働き、3 人のお子様を育て上げました。そ

の後にロータリーに入会、会員歴 22 年でガバナ

ーとなりました。持ち前の明るさで、友情・親

睦・奉仕を実践。鶴岡 RCの兄弟・姉妹・友好ク

ラブである、鹿児島西 RC、台中港区 RC、会津若

松南 RC、東京東江戸川 RCと交流を重ね、親睦の

輪を広げてきました。青少年奉仕においては、青

少年交換学生を受け入れ、家族同様に接し、ロー

ターアクトやインターアクトとの関りも多く、実

に魅力的な人です。ガバナーエレクトライフは、

気軽に関東に自動車を飛ばしていくほど活力十

分。地区第 2 グループはもとより、地区全体でも

知らない人がいないくらいの明るい人柄、会員た

ちを楽しいロータリーライフへ引き込む存在で

す。さあ、彼女のガバナーライフが始まります。

佐藤ガバナーの基本理念は「ロータリーに夢を持

って行動しましょう!!」「ロータリーとは、人を

育て、心を育てる場所」と語ります。今年度のわ

れわれのロータリーライフを、彼女であれば、実

りあるものに育てていってくれることでしょ

う。』（ロータリーの友 7月号より抜粋） 

 

鶴岡 RC5 人目のガバナー、地区初の女性ガバナー

ということでロータリーは人を育て、心を育てる

場所と語る佐藤さん。ロータリーの的を得た言葉

と思います。鶴岡 RCの魅力とも言えましょう。

機会がありましたら 2790地区にもぜひお呼びし

たい方です。今日は注目するお二方についてお話

をしました。八日市場ロータリークラブの歴史に

ついてはまた次回とします。ご清聴ありがとうご

ざいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇鈴木 勝彦君 誕生祝をいただいて 

        卓話をさせていただいて 

◇片岡 正勝君 鈴木さん卓話ありがとう 

        ございます 

◇大塚 榮一君 誕生祝をいただいて 

        結婚祝をいただいて 

◇伊藤 達裕君 もう 10月ですね 

◇林  咲江君 入会記念をいただいて 

ニコニコボックス報告 ・・・大久保要治 

親睦委員 
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◇鈴木 英人君 出席お疲れ様です 

        鈴木勝彦さんありがとう 

ございます 

◇川口 京子君 誕生祝をいただいて 

◇閔  鉉基君 誕生祝をいただいて 

◇菱木 智仁君 誕生祝をいただいて 

◇大久保要治君 誕生祝をいただいて 

 

１５，０００円 

累 計 １９３，５００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎出席免除者数 6 名 

 

〇点  鐘  鈴木 英人会長 

 

  本日のお弁当   

  あづみの（お持ち帰り） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7 回理事会次第 

 

日 時 2022 年 10 月 4 日（火） 午後 1：30～ 

会場：千葉興業銀行八日市場支店 2 階例会場 

進 行 幹事 熱田 文彦 

 

1.  開 会 

2. 会長挨拶 

3. 議長選出 定足数の確認   8／11 

4. 報告事項 会長・幹事会報告 

5. 議 題 

  

1 号議案  11 月例会予定 

 
11 月 1 日（火）  振替休会（10月 30 日（日）R 情

報研修会の振替） 

                 

第 14 回  11月 8 日（火）  通常例会 

     卓話者 八日市場特別支援学校（平木） 

     ※例会終了後、理事会 

 

第 15 回  11月 15 日（火） 通常例会（ガバナー

補佐訪問、クラブ協議会） 

                 

第 16 回  11月 22 日（火） 通常例会 

   卓話者 米山奨学生 ニルシカ ディルハニ様 

   世話クラブ 大網ロータリークラブ 

 

11 月 29 日（火） 振替休会（12 月 2 日（金）G 公

式訪問の振替） 

 

2 号議案  クリスマス会について 

・場所、日時、余興、会費等について 

 →日航ホテル成田 余興なし 会費 10,000 円 

 

6. その他 

①地区補助金プロジェクト（ベンチ寄贈について） 

  →9：00 集合 

②12 月の予定について  

12 月 6 日 クラブ総会、13 日 通常例会（卓話者

調整中）、20 日 クリスマス会、27 日 休会 

③八日市場駅南ロータリーの花壇の草取り 

  →萩原会員にお願いする 

                               

 

 

 

 

 

 

項 目 会員総数 出席数 出席率％ 

本日 

10/4 

 

38名 

 

22名 

 

61.1％ 

前回 

9/27 

 

38名 

 

22名 

 

64.7％ 

出席状況報告 ・・・南 信好出席委員長 

理事会報告 


