
 

 

ガバナー公式訪問（あづま庵） 

 

10：40 集合・打合せ ロータリークラブ事務所 

11：30 ～ 12：10 懇談会 あづま庵 

橋岡ガバナー・髙山ガバナー補佐・高田会長 

杉森幹事・市原会長エレクト・ 

12：00 会場設営  全会員集合 

 

例 会 12:30 点鐘 

「君が代」ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」              

「四つのテスト」唱和 

会 長 挨 拶    会 長  高田一行 

幹 事 報 告   幹 事  杉森幹男 

プログラム 

 本日のお客様 

   ガバナー       橋岡久太郎様 

ガバナー補佐      髙山義則様 

佐倉中央 RC地区幹事  岩崎 肇様 

佐倉中央 RC地区幹事 

       月信副委員長  齋藤初美様 

佐倉中央 RC地区国際奉仕委員 

地区大会記念ゴルフ大会 実行委員長 

                金谷正明様 

ガバナー補佐幹事    石田英世様 

 卓話（ガバナー 橋岡久太郎様） 

 

クラブ協議会 13：40  

  第一部 会長によるクラブ運営方針 

      各担当委員による活動計画 

      ガバナー講評 

 

 

  第二部 直前会長によるクラブの課題と対策 

       ガバナー講評 

第三部 ガバナーとの質疑応答 

15：10 閉会の点鐘（記念撮影） 

終了後、あづま庵にて懇親会 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。今日は、ガバナーにお越しい

ただいております。橋岡ガバナー、お忙しい中お越

しいただきまして誠にありがとうございます。 

後ほどご歓談いただき、意見交換など、有意義な時

間を過ごしていただけたらと思います。 

さて、ロータリークラブではポリオ撲滅に力を入れ

成果を上げておりますが、今年 2018年の日本にお

いては、風疹が 5年ぶりに流行し、感染者が 2000

人を超えました。その風疹について少しお話しした

いと思います。皆さんもご存じだと思いますが、千

葉県と東京都では特に風疹患者数が多いそうです。 

男性の 30代から 50代の男性で風疹に罹ったことが

なく、ワクチンを受けていないか不明の場合は、早

めにワクチンを受けておくことが奨められていま

す。妊娠初期の 20週頃までの女性が風疹に感染す

ると、胎児が眼、耳、脳に障害を持つ可能性が生じ

ます。胎児が先天性風疹症候群に罹る確率は、妊娠
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1か月の妊婦で 50％だそうです。アメリカでは、風

疹感染予防のため、妊婦は日本への渡航を控えるよ

う言われているそうです。このような事態を変えて

いくために、そして未来の赤ちゃんたちを守るため

に、みんなでその症状や原因を理解し、風疹を予防

していくことが大切です。ポリオをはじめとして、

重篤な症状を引き起こす感染症が減ることを願って

おります。御静聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①例会のお知らせ 

・小見川ＲＣ・銚子ＲＣ 

②会報受領クラブ 

・銚子ＲＣ・八日市場ＲＣ 

③ガバナー事務所より 

・2019-20年度 地区主要会議日程及び会場のお知

らせ 

・国際奉仕委員会アンケート集計報告 

④その他 

・ロータリー米山記念奨学会 ハイライトよねやま 

・ロータリー希望の風奨学会 風のたより 

・赤十字活動資金へのお願い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様こんにちは。今年度当地区のガバナーを拝命致

しております、橋岡久太郎でございます。今日はよ

ろしくお願い申し上げます。 

１）RI 会長テーマ「インスピレーションになろう｣ 

 ２）地区テーマ「伝統と未来」 

３）伝統とは、１００余年におよぶロータリーの歴

史と「４つのテスト」 

  未来とは、間もなく訪れる「ポリオゼロ」宣言 

  ロータリーが１９８５年ポリオ撲滅活動を立ち

上げて以来発症率 99.9％減、疾病との戦いに

おけるロータリーの成果２５億人の子ども達に

ポリオの予防ワクチンを提供 

４）地区サブテーマ ～誇りと連帯感～ 

５）ロータリー創世以来の理念を忠実に守り実践 

地域、世界で貢献している会員たち 

信頼の絆で友情を育むその姿をお近くの樣々な

方に見せてください。 

６）クラブの皆樣へ   

  2018-19 年度の RI 会長テーマをよく理解し

て頂き、愉しく充実したクラブライフをお過ご

しください。その姿をお近くの樣々な方に見せ

てください。 

７）地区運営ビジョン 

①今こそ「ロータリークラブとは」「ロータリア

ンとは」の世間一般からの問い掛けに一人一

人が明確に自分の考えで答えられる樣に、改

めてロータリーの素晴らしさを再考されてく

ださい。 

②世界のロータリーは、激動変革の時代を迎え

ています。日本のロータリーもその流れから

外れる事は許されません。 

③しかし、日本のロータリーが１００年近い歴

史の中で、ロータリー創世以来の理念を忠実

に守り実践してきた良き伝統を誇りに思い、

胸を張って継続して行くべきだと考えます。 

④伝統とは、継続してきた旨を理解し守るもの

ですが、同時に、立ち止まってはいけないも

のでもあります。 

⑤マイロータリーに登録されてください。お役

に立つ樣々な情報を見ることができます。 

８）私たちの標語「超我の奉仕」からインスピレー

ションを得てください！ 

地区チームは皆樣方の、クラブライフの充実と

ご成功を全力で応援いたします。 

９）2019 年 国際大会のご案内 

（6 月 1 日～5 日 ドイツ・ハンブルグ） 

ご清聴ありがとうございました。 

 

幹事報告 

    第 2790地区ガバナー  橋岡久太郎様 

 

 

 

 

卓話 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

討論会 

第一部 会長によるクラブ運営方針 

（発表 高田一行会長） 

    職業奉仕委員会（発表 鈴木匡哉委員長） 

    クラブ研修委員会（Ｒ情報） 

（発表 倉石昌治委員長） 

    ＳＡＡ    （発表 伊藤元雄委員長） 

    クラブ奉仕委員会 

（発表 行木英夫委員代読） 

    出席委員会  （発表 秋葉英昭委員長） 

    親睦委員会  （発表 石田喜一委員長） 

    プログラム委員会 

（発表 土屋俊夫委員長） 

会員増強・退会防止委員会 

（発表 冨 一美委員） 

    クラブ広報委員会 

（発表 桜井隆宏委員長） 

    会報委員会  （発表 小林定雄委員長） 

ＩＴ・雑誌委員会 

（発表 越川 忠委員長） 

    社会奉仕委員会（発表 越川博光委員長） 

    青少年奉仕委員会 

（発表 行木英夫委員長） 

    国際奉仕委員会（発表 前川成吉委員長） 

    ロータリー財団委員会 

（発表 青柳 誠委員長） 

    米山記念奨学委員会 

（発表 冨 一美委員長） 

    会計     （発表 古西弘和委員長） 

各担当委員の発表毎にガバナー講評 

第二部 直前会長によるクラブの課題と対策 

（発表 前川成吉直前会長） 

    ガバナー講評 

第三部 クラブからの質疑とガバナーによる応答 

懇 親 会  あづま庵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青柳 誠君・越川博光君・越川 忠君・土屋俊夫君 

向後雅生君・冨 一美君・内田裕雄君・小林定雄君 

石田喜一君・前川成吉君・行木英夫君・市原豊彦君 

伊藤元雄君・杉森幹男君・高田一行君・小川佐内君 

倉石昌治君・安藤卓造君・鈴木匡哉君・桜井隆宏君 

秋葉英昭君 

  …橋岡ガバナー、ありがとうございました 

古西弘和君 

  …11/29に「田中商店ユーカリが丘店」がオー

プンします 

 

本日計    32,000円 

累 計   275,003円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会日 

11月 22日 

会員数 出席 

32 

出席率に
用いる数 ％ 

23 

 

27 85.19 

 
☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★ 

出席報告 

ニコニコボックス 

クラブ協議会 



 


