
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和 3年 12月 23日発行 NO.2324 第 2477例会 会長 土屋 俊夫 幹事 安藤 卓造 クラブ広報委員長 伊藤 元雄 

１２月誕生日・結婚記念日祝い 

 

 点   鐘   会 長  土屋俊夫 

 ソ ン グ   「君が代」「奉仕の理想」 

 唱   和   「四つのテスト」 

 会 長 挨 拶    会 長  土屋俊夫 

 幹 事 報 告   幹 事  安藤卓造 

 プログラム 

  第一例会につき 誕生日・結婚記念日祝い 

  奨学金授与 ﾁｭﾙｰﾝﾊﾞﾄ ﾋﾞｬﾝﾊﾞﾂｪﾂｪｸﾞさん 

  各委員会報告 

  年次総会 

   

 

「結婚記念日祝い」 

  石田喜一会員  前川成吉会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「結婚記念日祝い」 

  石田喜一会員  青柳 誠会員 

  行木英夫会員  渡邊孝文会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「奥様お誕生日祝い」 

  鈴木恭一会員 令夫人 光代様 

  石田喜一会員 令夫人 孝江様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○奨学金授与 

 

 

 

 

 

左から   

ビャンバさん 

土屋会長   

例会報告（令和３年１２月２日） 

石田会員 / 土屋会長 / 鈴木（恭）会員 

土屋会長 / 石田会員 

石田会員 / 土屋会長 / 青柳会員 / 行木会員 



 

 

会長挨拶 

理事会報告 

○乾杯のご発声 

 第39代会長 

 向後雅生会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。コロナの新株であるオミクロン

で休会にならないことを願うばかりです。また元に

戻ってしまったら困るので、このまま行ければいい

なと思っています。今日の例会は年次総会です。次々

年度の会長を決める事と次年度の理事を決める選挙

を行うということになります。この件の進行は会長

エレクトに一任したいと思いますので、年次総会に

ご協力をお願いします。さて、コロナの話題の続き

になりますが、国民も大変ですが国自体もコロナで

大変な思いをしていると思います。普通、国が国家

の破産は財政上の問題が取り上げられます。近くは

アルゼンチン、過去には韓国、ロシアも起こしまし

たね。今韓国は頑張っているんですけど、その際日

本は随分と援助したはずですが都合よく忘れたよう

ですね。それとは全然違う指標ですが、FFP という

団体がアメリカのワシントン DC にあります。平和

基金会（へいわききんかい、FFP、The Fund for 

Peace）。国連とは関係ない団体で、崩壊しやすさで

国家のランク付けをしています。12項目で国家の安

全性をチェックし、今どの国が一番危ないのかを国

別に順位をつけています。178 か国が対象です。点

数が多いほど上位になります。1番が一番悪いです。

現在 1番はイエメンでほとんど国家として崩壊して

います。ウィキペディアによると、失敗国家とは権

力の弱体化によって政府が国家の構造、主権国家体

制を制御できなくなり、政府が果たすべき基本的な

責務、正常に作動する法体系の維持、国民に対する

電気・水道・教育・病院といった公共サービスの提

供等を果たせなくなっていると考えられる国のこと

を名付けています。一番優秀な国はどこかといいま

すと、178位のフィンランドです。日本は 158位で、

韓国は 159位です。このくらいだと国家は崩壊しな

いというレベルですが、アメリカはどうなのかとい

うと 149位で日本よりは崩壊度が強いです。では中

国はというと 86位で、危ない方に近づいています。 

指標の説明は長くなるので省きますが下記に列挙し

ました。興味のある方は“FFP”調べてみてください。 

国家の総合通信簿です。項目だけ列挙します。 

1．C1：安全保障装置の状態 (Security Apparatus) 

2．C2：利己的（派閥的）なエリートの台頭 

 (Factionalized Elites) 

3．C3：不満分子の存在 (Group Grievance) 

4．E1：経済状況の悪化と貧困  

(Economic Decline and Poverty) 

5．E2：不均一な経済発展 

 (Uneven Economic Development) 

6．E3：人材及び頭脳流出 

（Human Flight and Brain Drain) 

7．P1：国家の正統性 (State Legitimacy) 

8．P2：公共サービス (Public Services) 

9．P3：人権及び法の支配  

(Human Rights and Rule of Law) 

10．S1：人口構成圧力の増大 

(Demographic Pressures) 

11．S2：難民及び国内避難民の大量移動 

(Refugees and IDPs) 

12．X1：他の国家又は外部の主体の介入 

 (External Intervention) 

コロナ禍が世界に悪影響を与えないよう祈りたい気

持ちです。 

 

 

第 6回 定例理事会 

日時：令和 3年 12月 2日（木） 午前 11：00～ 

場所：成田空港南ＲＣ事務所 出席：12名 

議題 

第 1号議案．11月度会計承認の件 

 ・承認されました。 

第 2号議案．2022-23年度構成について 

 ・承認されました。 



 

 

幹事報告 

年次総会 

各委員会報告 

第 3号議案．役員会の報告 

 ・承認されました。 

第 4号議案．12月の事業予定について 

 ・30日 事務所清掃 大祓式（任意） 

  承認されました。 

第 5号議案．1月の事業予定について 

 ・ 6日 理事会 通常例会 

  13日 休会 

  20日 夜間移動例会 成田山新勝寺初詣 

  活動計画書より変更として承認されました。 

第 6号議案．地区役員推薦報告 

 ・社会奉仕委員会に古西弘和会員を推薦すること

が承認されました。 

第 7号議案．その他 

 ・石井敬二会員が体調不良のため、12月中欠席と

なります。 

 ・国際奉仕委員会へ、国際奉仕としてニコニコ基

金より予算を用意することが承認されました。 

  

 

 

○例会のお知らせ    

・多古ＲＣ  

○その他 

・風の便り 

・財団室 NEWS 11月号 

・ロータリーの友委員会よりご報告（事業報告） 

・12月のロータリーレート 1ドル＝114円 

 

 

◇親睦委員会  倉石昌治委員長 

親睦委員会からの連絡で 

す。来る 16日のクリスマ 

スファミリー会は 18時 30 

分点鐘です。当日は余興 

として夫婦漫才でブレイ 

クしたチャイム様をお招 

きしております。それ以 

外にもカラオケはもちろんのこと、会員皆様からの

余興のご提案があればありがたいです。ふるっての

お申し出をお待ちしております。楽しい時間を共有

したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

◇国際奉仕委員会  古西弘和委員長 

国際奉仕委員会より報告 

致します。先般、皆様に 

報告致しました米山奨学 

生ビャンバさんのモンゴ 

ルに文房具・本等を送る 

とお伝えしましたがビャ 

ンバさんのほうより今、 

モンゴルでコロナウイルスが非常に蔓延して医療従

事者の方々が大変だという事を伺いました。そこで

クラブとして当初の予定を変更し防護服を送ろうと

考えておりました。予定としてはビャンバさんが年

末にモンゴルに帰るということでしたのでその時に

お願いいしようと思っておりましたが今、また新た

にオミクロン株という新しいコロナウイルスが世界

で流行している中、帰国を延期せざるをえない状況

になりました。しかし、本人は 3月に帰国したいと

考えているようなので少し延期しようと考えており

ます。また、状況等変化がありましたらご報告いた

します。 

 

○近状報告  ﾁｭﾙｰﾝﾊﾞﾄ ﾋﾞｬﾝﾊﾞﾂｪﾂｪｸﾞさん 

こんにちは。皆さんのご 

支援、ありがとうござい 

ます。先月、会議に参加 

させていただきありがと 

うございました。現在の 

状況は､今月の 21日ぐら 

いに卒論の発表と提出が 

ありますので、毎日卒論を書き続けています。先ほ

どおっしゃっていた通りに、自分は年末に国へ帰る

予定でしたが、新型コロナの影響で戻ってくるのが

困難になる恐れがあるので今のところ考え中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
上原会長エレクト 



 

 

次年度の役員・理事・委員会構成を発表させていた

だきます。 

2022-2023年度 役員・理事・委員会構成 

 役員  会  長 上原 広嗣 

     直前会長 土屋 俊夫 

     会長エレクト 倉石 昌治 

     副会長（ﾊﾟｽﾄ会長）  伊藤 元雄 

     幹  事  鈴木 匡哉 

     会  計 杉森 幹男 

     Ｓ Ａ Ａ 金髙 盛二 

 理事  越川  忠  小林 定雄 

     石田 喜一  古西 弘和 

     市原 豊彦  渡邊 孝文 

     安藤 卓造 

 委員会（委員長） 

  職業奉仕委員会 前川 成吉 

  Ｒ情報・研修委員会 越川  忠 

  クラブ管理運営委員会 土屋 俊夫 

  クラブ奉仕・会員増強委員会 土屋 俊夫 

  出席委員会 市原 豊彦 

  親睦活動委員会 石田 喜一 

  プログラム委員会 古西 弘和 

  広報・公共ｲﾒｰｼﾞ向上委員会 安藤 卓造 

  （会報・ＩＴ・雑誌委員会） 

  奉仕プロジェクト委員会 渡邊 孝文 

  社会奉仕担当 伊藤 元雄 

  国際奉仕担当 渡邊 孝文 

  青少年奉仕委員会 鈴木 恭一 

  ロータリー財団委員会 冨  一美 

  米山記念奨学会委員会 行木 英夫 

 クラブ顧問・指名委員 

  行木 英夫（山武地区） 

  青柳  誠（横芝地区） 

  内田 裕雄（芝山地区） 

  向後 雅生（光地区） 

次年度のクラブ発展のために、皆様ご協力の程よろ

しくお願いいたします。 

 

 

石田喜一君 

 …沢山のお祝いありがとうございます。 

青柳 誠君・行木英夫君 

 …結婚記念日祝いありがとうございます。 

鈴木恭一君 

 …奥様お誕生日祝いありがとうございます。 

土屋俊夫君・向後雅生君・冨 一美君・市原豊彦君 

倉石昌治君・安藤卓造君・上原広嗣君・金髙盛二君 

 …新型コロナのオミクロン株が確認されました。 

  みなさん感染拡大に気を付けましょう。 

本日計    26,000円 

累 計   228,006円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス 

出席報告 

☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★ 

例会日 会員数 出席 
出席率に 
用いる数 ％ 

12月 2日 24 20 23 86.96 

 


