
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
皆様、こんばんは  
今月は、8 日（土）、9 日（日）と第 2790 地区の地区
大会が開催されました。 9 日（日）に参加されました会
員の皆様お疲れ様でした。 朝早くから席取りをしてく
ださいました加藤 PP、手塚幹事良い席の確保をしてい
ただきありがとうございました。 昨年は、会長、幹事だ
けしか参加出来ず、広い会場に席と席の間隔を確保して
の 会場設営でした。今年は会員の皆様も参加出来て大
勢のロータリアンが集っての おおよそ 1400 名が参加
されての大会となりました。 8 日（土）昼からの大会に
は，千葉東からは私と鳴海 LYRA 委員長の 2 名が参加し
ました。 会長代理の講話が有りロータリーの景気動向
とロータリアンの会員数の変遷など 近々10年間の国別
ロータリー会員数の変遷、日本のロータリー会員数のコ
ロナによる減少についての話し等は興味深いものがあ
りました。 昨年、一昨年とコロナ禍で通常の開催が出来
ませんでしたが、最近徐々にですが正常に戻ってきてい
ることが実感できた大会となりました。 私は 2 期連続
で会長を務めさせていただいたお陰で、昨年は経験する
ことが出来ませんでした 地区大会前夜の晩餐会などに
出席出来ましたので非常に良かったと思っておりま
す。  
今月は、5 日（水）にチャリティーゴルフコンペが開
催され、 15 日（土）には、手塚幹事、坂下直前幹事
の段取りで進入会員のオリエンテーリングが東金で行
われました。西田会員、寺谷会員が参加出来ませんで
したが、田中エレクト、武田副幹事、鳴海 PP が出席さ
れて楽しい会となりました。今後もオリエンテーショ
ンを兼ねて入会が見込める可能性のある方に参加して
いただき会を開催するとのことですので、参加出来る
会員は是非参加協力をしていただければと思います。   
本日は、このあと米山記念奨学会加藤委員長と奉仕プ
ロジェクト宍倉委員長からセミナー報告があります。
加藤 PP、宍倉 PP、セミナー報告をよろしくお願いし
ます。会長の挨拶とさせていただきます。 

 
    
 

 

 
 
・10/23 世界ポリオデー啓蒙イベントが成田空港に    
 て開催されます。参加の方は申し出ください。 
・10/8.9 地区大会参加の皆さんお疲れさまでした 
・11/5 千葉コネクトロータリー衛星クラブお披露目
会  

・11/15 千葉幕張ＲＣ35周年式典 
・11/24 千葉中央ＲＣ45周年式典 
 
 
 

 

 
鳴海ロータリー財団委員長 

 
・10/23 幹事からも案内ありました世界ポリオデー 
 啓発イベントがあります、また終了後エンドポリ 
 オナイトが場所を移し開催されますので参加く 
ださい。 

・地区 RYLA 委員長としまして、2023.2.18～19 
 第 46 回 RYLA 21 世紀リーダーシップセミナーを 
 開催することになりました。つきましては、本クラ
ブよりお手伝いのほど、是非宜しくお願い致します。 

 

会長挨拶  江上会長 
 

幹事報告 手塚幹事 
 
 

委員会報告 
 
 
 
 
 
 
 
 

国際ロータリー会長 
ジェニファーE.ジョーンズ 

第 2790 地区ガバナー
         小倉 純夫 
第 3 グループガバナー補佐 

  星 聡 

千葉東ロータリークラブ 
会 長 江上 俊彦 
幹 事 手塚 隆雄 



 
 

 
 

 

 
加藤米山記念奨学委員長 

 
22022 年 8 月 27 日に 2022-23 クラブ委員長 
セミナーが開催されました。基調講演として 
宇佐見米山記念奨学会評議委員 宇佐見透様 
に分かり易くお話しいただきました。また、 
22 学年度米山記念奨学生の紹介があり一人一人 
壇上で紹介があり、2020-22 年度よねやま親善大使 
のアドゥアョム・アへゴ・アクエテビさんにより 
卓話がありました。 

 

 

 

 

 
 

 

     宍倉奉仕プロジェクト委員長 
８月２０日（土）の午後1時 30 分から午後4時 30
分まで、地区の奉仕プロジェクトセミナーがＴＫＰガ
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ーデンシティ千葉で開催されました。 
当日、私はズームでの参加をいたしました。 
レジメに沿って当日の報告をさせていただきます。 
今回は講演が主であり、そのテーマは環境でした。 
第一部は千葉県環境部次長の石崎勝己さんによる 
「千葉県におけるＣＯ２削減の現状と対策」という講
演でした。その内容の概要です。 
〇地球温暖化対策に係る国や県の動向  
〇千葉県における二酸化炭素排出量の現状と特徴 
〇千葉県地球温暖化対策実行計画の見直し  
〇（仮称）千葉県カーボンニュートラル推進方針 
の策定  

〇事業所等における取組の推進  
〇千葉県の地球温暖化対策の紹介 事業者向けの取り
組み 家庭向けの取り組み  

〇ＣＯ２ＣＯ２（コツコツ）スマート宣言事業所の 
登録のおです。 

ここではコツコツスマート宣言について報告したいと
思います。 
千葉県が取り組み項目として５０項目を掲げており、
１地球温暖化対策の先進的な取り組みの１０項目  
２省エネルギー全般の28項目  
3 エネルギー消費量の削減の12項目  
4 自動車の燃料消費量の削減の 6項目 その他が4
項目です。13項目以上への取り組み宣言はスタンダ
ードコースです。18項目以上はプレミアムコースと
なりますが、毎年県に報告するなどの条件がこれには
付きます。さて、登録のメリットですが、千葉県が作
ったロゴマークが使える、温暖化対策に融資制度が活
用出来るというものです。８月時点で８５８事業所が
登録をしているとのことです。詳しくは千葉県のホー
ムページから「コツコツスマート」で検索していただ
ければと思います。 
第二部は㈱ワンプラネット・カフェのエクベリ聡子さ
んの講話でした。テーマはサステイナビリティとロー
タリーの重点分野」でした。ＳＤＧs（持続可能の開
発目標）について外国の事例を引き合いに出して環境
問題を考えるということでした。スライドを多用して
の具体例がふんだんに使われており、個人レベルから
企業レベルまでの幅広い活動の事例でした。ロータリ
ーの重点分野でもサステイナビリティについて「補助
金資金がすべて使用されたのちにも、地域社会の人々
が自力で地元のニーズを満たしていけるよう、長期的
な解決策を提供すること」と定義づけされています。
我々ロータリアンにとって参考となる講話でありまし
た。 
第三部は東日本大震災の被災者である上野理恵子さん
の「東日本大震災と私」でした。 
彼女は希望の風奨学金をいただいております。無論他
の奨学金もいただいているのですが、希望の風奨学金
が非常に役立っているとのことでした。この希望の風
奨学金は震災当時に２７９０地区のガバナーであった
織田吉郎さん（銚子ＲＣ所属）が全国のロータリーク
ラブに声をかけて発足したものです希望の風奨学金の
母体となっている「ロータリー東日本大震災青少年支

援連絡協議会」の会長に当地区のＰＧである千葉幕張
ＲＣの宇佐見透さんが就任されたことをお知らせしま
す。現在の奨学金受給者は 120 名と聞いています。
地元のロータリーアンとして今後も支援をしていきた
いと思います。なお、この奨学金は 2033年が終期と
設定されています。 
続いて、社会奉仕委員会、国際奉仕委員会（職業研修
チーム含む）、青少年奉仕・地区学友会委員会（ロー
タリー希望の風含む）、環境委員会の各委員長から今
年度取り組み方針についての説明がありました。それ
ぞれの委員会において今後具体的な委員会活動が示さ
れることになります。 
社会奉仕委員会は、各クラブでの社会奉仕活動の情報
を収集して、これをフィードバックして奉仕活動の参
考にしてもらう。また、財団委員会と連携して補助金
の積極的な活用により、クラブの活性化の支援をす
る。国際奉仕委員会は実績のあるクラブの国際奉仕活
動や関連する情報を共有して、活動の計画立案のサポ
ートをする。また、他の委員会と協力して補助金を利
用した各クラブの国際奉仕活動の支援をする。 
青少年奉仕・地区学友会委員会は「第２７９０地区ロ
ータリー学友連絡協議会」を運営し、各クラブと連携
しロータリー学友と繋がる交流会を開催する。また、
希望の風奨学金プロジェクトを支援する。 
環境委員会は昨年に取り入れられた重点分野のひとつ
であり、今年度新設の委員会である、当面はアンケー
ト調査を実施したい。 
 

 
新入会オリエンテーショ
ンを 10/15 に行いました。 
武田管理運営委員長に講
師をお願いしました。また、 
江上会長、鳴海 PP、田中 
会長 Eにも参加を頂き、 
お話しいただきました。 
今回参加出来なかった新
会員もおり,引き続き開催 

していきたいと思います。 
 
 

 
宍倉会員  
誕生日、そして結婚記念日祝いありがとうございま
した。当年 72歳になりました。結婚して46年目
になりました。今後とも元気に過ごして良いロータ
リー活動をやっていきたいと思います。 

江上会長 
 地区大会参加された皆様お疲れ様でした。セミナー 
報告、加藤 PP,宍倉 PPありがとうございました。 

手塚幹事 
 加藤 PP,宍倉 PP本日はありがとうございました。 
 

                合計 18,000 円 
累計288,000 円 

ニコニコ BOX 
 
 
 

事務局：264-0037 千葉市若葉区源町 108 2 階 

T E L：043(251)2790  FAX：043(251)2726 

Email：rotary-office@chiba-higashi.jp 

 

 

創 立：1991 年１月 日 

認 証：1991 年３月６日 

例会場：ホテルニューオータニ幕張 

点 鐘：毎月曜日 18：30 

発行 千葉東ロータリークラブ  会報委員会 坂下 雅紀 

http://www.chiba-higashi.jp/

