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皆様、こんばんは
先週 11 日（月）は、炉辺会議で
皆様と楽しく歓談が出来ました。炉辺会議は良いです
ね。 また、15 日（金）に第 3 グループ合同会長幹事
会があり 会食しながら、各クラブの幹事報告と各会長
から近況報告等がありました。
各会長幹事の皆様は、あと 2 ヶ月半で任期が終わる
とのことで､もう少しで終わると安堵されていました
が、千葉東の私だけが続投で、まだまだ先が長いので
すが、今期は今期として 区切りを付け､新たな気持ち
で来期を迎えたいと思っております。
来期のクラブ活動計画書の作成時期になって来まし
た。各委員長も今期の活動計画書の見直しをして、来
期の活動計画書の作成準備をお願いします｡
昨日、ホテルミラマーレにおいて千葉ジャズ協会の
総会があり、ジャズの演奏がありました。私はジャズ
が好きで千葉ジャズ協会に入会させていただいていま
す。 千葉中央 RC の会員でもあります大原さんが中
心になってのジャズ協会です。 昨夜の演奏は、大原
さんのピアノと佐藤恭彦：ベース、吉岡大輔：ドラム
のトリオでの演奏でした。前半は､女性ボーカルの田
口里恵さんが加わっての演奏で、田口里恵さん心地よ
い歌声が良かったです。大原さんの軽快なピアノタッ
チも勿論良かったのですが、ウッドベース低音、ダイ
ナミックなドラムがすごく良くて 3 人の掛け合い良
くてとても楽しめました。 ジャズはなんと言っても
セッション中に行われるソロ演奏の聴き応えです。
久々の生演奏のジャズを聴きながら、ジャズは毎回組
合せメンバーが違いますし、その日その日によっての
アドリブ演奏：即興で基本テーマメロディからアドリ
ブになり、基本テーマに戻ります。昨日もそのつなが
りかたがとても心地よくて良かったです。ジャズのア
ドリブは技量がなければ聴き応えのある演奏にはなり
ません。ジャズ-を聴きながら、ロータリー活動でも
アドリブが出来るようになれれば良いなと思いまし
た。 以上、会長挨拶とさせていただきます。

1. 行事の確認
・5/9（月）鵜沢ガバナーノミニー卓話
・5/23（月）地区協議会報告
尚、5/9 理事会の開催が 17：00～変更となります
ご注意ください。
2. 報告事項
・トンガ、ウクライナ支援金は振込手続き完了
・本年度の親睦旅行は現状を鑑み中止とします
・千葉西ＲＣ支援のいのちの電話協賛広告昨年に
引き続き支援いたします。
・5/23 地区ゴルフ大会参加要請有、是非参加ください

2023-2024 地区幹事長、副幹事長挨拶
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2023－24 地区幹事長

大木英之様

皆様、こんばんは。
例会場が一緒なので緊
張しないかと思いまし
たが、やはり緊張します。
2023-2021 年度地区幹
事長の大木でございま
す。本日は清水副幹事長
とご挨拶とお願いに参
りました。鵜沢和弘会員
が地区ガバナーに就任
致します。鵜沢ガバナー
エレクト年度も 7 月に
スタートし 9 月にはガバナー補佐会議も始まり、実質
的にガバナー年度の活動が迫っております。当クラブ
もホストクラブとし準備を進めておりますが、第 3Ｇ
の各クラブ特に兄弟クラブの千葉東ＲＣに皆様にも
お力をお貸し頂けるようお願いしたく、本日の機会を
頂いた次第です。お願い事項ですが 1 名地区幹事の
ご就任いただき地区運営のお力添えをお願い致します。
正式な任命は 2023-24 年度になりますが、9 月より
会議が開始いたしますので、7 月の第一回合同幹事会

までに候補者擁立をお願い致します。共に体を動かし
ロータリーのことを学べる仲間を是非擁立ください。
江上会長方針の楽しくなければロータリーではない
ロータリーライフを楽しむためには、鵜沢年度の
地区行事、委員会その他行事など積極的な参加、支援
を頂くことにより、更に世界が広がるのではないかと
思います。今後 2 年に渡りご指導、ご鞭撻の程、宜し
くお願い申し上げます。

2023－24 地区副幹事長

1. 新規米山奨学生オリエンテーションでの説明

清水 隆様
こんばんは
幹事長がお話しさせて
いただきました内容に
て、どうかご協力を頂
き全体が活性化できる
ように鵜沢年度頑張っ
ていきたいと思います
ので、皆様ご協力の程
宜しくお願い致します。
本日は、ありがとうご
ざいました。

ゲスト卓話
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1. 奨学金は全国のロータリアンからの寄付です。
2. その寄付は来日し学ぶ皆さんの熱意や研究の素晴
らしさ、将来の活躍に対する期待ですので、有意義
な活動に役立ててください。
3. 厳しい選考の中で選ばれた奨学生ですから誇りを
持ってください
4. 皆さんに心がけて頂きたいのは、真面目に勉強に
取り組んでください。しかし、義務と責任において
守らなけらばならないことは、確約書に記載され
た内容を守ることが最低限のルールです。
5. 一人でも多くのロータリアンと知り合い、奉仕活
動や地域交流し学業以外の経験も沢山してくださ
い。
6. 世話クラブでの行動やロータリアンとの交流、ロ
ータリー活動への理解への姿勢が信頼につながり
ます。例会参加や交流する姿勢が見られなかった
時など落胆してしまいますので注意してください。
7. 奨学生の皆さんはロータリー家族の一員です。
奨学生の時だけでなく、卒業後も連絡をとり近況
を報告ください。
奨学事業の成果は、どれだけ優秀な学友に育ってくれ
たのかが問題です。

国際ロータリー第 2790 地区
青少年奉仕・地区学友会委員会

冨 一美様

「米山奨学生を受け入れるにあたっての
心構えについて」
こんばんは、私は過去になりますが 2016-2018 年に
渡り当地区の米山奨学委員長を仰せつかっておりまし
た、成田空港南 RC の冨一美と申します。
現在は、当地区青少年奉仕・地区学友会委員会と 2 つ
の委員会に所属させていただいております。本日はお
招きいただきありがとうございました。2016 年委員
長を拝命したときに当時、米山奨学生の張君を受け入
れしていただきました。カウンセラーは当クラブの加
藤さんでした。また、2 年目の継続委員長時は一早く
米山委員会にご意見番としてお招きしたのも加藤さん
です。それ以来お世話になり、この場をお借りして感
謝を申し上げます。現在も米山委員としてご尽力いた
だいております。本日は、米山奨学生を受け入れるた
めに改めて心構えの卓話をさせていただきます。

申立て及び事故の報告を受けた者は、速やかにガバナ
ーに報告をし、必要であれば警察、消防に相談及び連
絡。ハラスメントに関しては、当事者を引き離す。
また、これらの事案が発生した場合 72 時間以内に
RI に報告をする。この件は 2019.10 国際ロータリー
理事会決定による、青少年に対する基本原則の危機管
理手順であります。手順を怠り、隠蔽などしますと
個人の除名、クラブの RI への加盟終結など大変厳し
いルールとなっておりますのでご注意ください。
この事業は人づくり、知日家、親日家を育て世界に
平和の種を蒔く国際奉仕事業であります。つまり、ロ
ータリー活動を通じ日本の文化、宗教、習慣などを学
んで社会貢献の意識を育て将来、ロータリー理想とす
る国際平和の創造と維持に貢献する人物を育てる
ことです。今後ともどうぞよろしくお願い致します。

ニコニコ BOX
RID2790 米山記念奨学委員会元委員長 冨 一美様
奨学生の活動は例会参加から始ます。毎回例会ごとに
席替えをしクラブ会員全員と交流が図れるように配慮
ください。奨学生なった時点で準ロータリアンですの
でお客様扱いしないでください。

RID2790 地区幹事（23－24 幹事長）大木英之様
鵜沢年度へのご協力お願いします。

ここからは、皆様に大事な話をしていきます。
米山奨学事業における危機管理についてです。
この事業に於いて、危機、危険とは何か、そして
それらの事柄にどのように対処をすればよいかについ
てです。
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加藤会員

冨さんありがとうございました。

髙柳会員

冨様、卓話ありがとうございました。

手塚会員

冨様、大木様、清水様、ありがとうご
ざいました。

江上会長

若潮 RC 大木さん、清水さん出席あり
がとうございます。成田空港南 RC 冨
様卓話ありがとうございました。

坂下幹事

冨様本日はありがとうございました。
また鵜沢年度大木幹事長、清水副幹事
長ありがとうございます。
合計 36,000 円
計 401,000 円

事務局：264-0037 千葉市若葉区源町 108 2 階

認 証：1991 年３月６日

T E L：043(251)2790

例会場：ホテルニューオータニ幕張

Email：rotary-office@chiba-higashi.jp

点

鐘：毎月曜日 18：30
発行 千葉東ロータリークラブ

FAX：043(251)2726

会報委員会 坂下 雅紀

