
  

  

 

WEEKLY COMMUNICATION
Rotary Club of Chiba-West

国際ロータリー第2790地区 第3グループ
千葉西ロータリークラブ

創　立　1976年1月20日　　承　認　1976年2月25日
会　長　藤　﨑　泰　裕　　　　　幹　事　木　村　龍　次
例会場　千葉スカイウインドウズ 東天紅　センシティタワー23階
　　　　TEL 043-238-5555
例会日　毎週火曜日 12:30～
事務局　千葉市中央区新田町12-1　トーシン千葉ビル7階
　　　　TEL 043-245-3202　FAX 043-245-7522
　　　　E-mail：chibawestrc@wrpc.co.jp
　　　　URL：http://www.chibawest-rc.net/

   地区スローガン ： 「クラブが主役となり、奉仕の理念の実践を ！ 」
クラブ方針 ： 「扉を開こう！そして一歩踏み出そう‼≪Open the door! And take a step≫」
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■ 会長挨拶 /藤﨑泰裕 会長
　ロータリーの友を読んで「200 以上の国と地域」と掲載されています　その 200 以上の国と地域
に疑問を思ったことはありませんか？　国と地域ってどことどこ？　ふと思い調べてみましたがマイ
ロータリーには２２０カ国と無記 1 計 221 の名称が掲載されているだけで　国と地域に分かれていま
せん　そこで国際ロータリー日本事務局へ問い合わせてみましたが次のような回答が配信されてきま
した「ロータリーは政治的・宗教的に中立な団体なので、領土問題等に踏み込まないよう敢えてそう
した表現を用いている側面と、管理運営上、例えばですが米国領○○○みたいな場所をUSAに含め
るのではなく、一行別に取ってしまった方が分かりやすいみたいな要素がございます。以上の事から
具体的にお答えすることが適いませんので、リストから読み取れる範囲でお察しいただければ幸いで
す。」　腑に落ちない　もやもやで終わってしまいましたので是非ガバナー公式訪問時の質問事項に取
り入れたいと思っております

　ところで　そのリストには　タジキスタンと南極大陸があります　タジキスタンは内紛状態でロータリークラブが無くなっ
てしまったようです　では　南極大陸はと言うと暫く前まで 4 人程度在籍記録があったそうです　最近になって 0 名になっ
たのに気づき　南極基地から撤収したのだろうか？と国際ロータリー日本事務局でも職員同士の話題になったそうです

■ 四つのテスト/ 今野文明 会長エレクト
 「言行はこれに照らしてから」
　真実かどうか
　みんなに公平か
　好意と友情を深めるか
　みんなの為になるかどうか

■ お客様
　なし

■ 米山功労者の表彰
 ・川島治代 会員（第 6回マルチプル）

■ 米山功労クラブの表彰
 ・川島治代 米山記念奨学委員長
　　千葉西RC第 34回功労クラブ

■ ポールハリスフェローの表彰
 ・川島義美会員（第 6回）

■ 同好会地区分区協力費の授与
 ・野球同好会…宮川忠士 監督
 ・WRGゴルフ同好会…山本康昭 会長

■ 幹事報告
　なし

■ 委員会報告
 　なし
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■ 「活動計画発表」　長坂圭将 親睦活動委員長
　先般のクラブ年次総会にてみなさまにご承認いただき、今年度より親睦活動委員会の委員長を拝命いたし
ました長坂です。入会して３年目の右も左も分からない者ですが、お受けした以上は精一杯職務を全うし、
藤崎会長・木村幹事をしっかりと担ぐ所存でございます。事業運営に際し、みなさまのご理解とご協力をよ
ろしくお願い致します。
　活動方針は会長方針であります「扉を開こう！そして一歩踏み出そう‼」を十分に理解し、会長方針からブ
レがないか常に振り返りながら活動いたします。また、会員相互並びに会員ご家族、ゲストとの親睦を大切に、

企画・運営いたします。
　活動計画につきましては、例会受付並びにメールボックスの管理の他に、５大事業（納涼家族例会、忘年家族例会、親睦旅行、
奥様例会、文化の集い）又はこれに準ずる特別例会の企画・運営を行います。昨今の感染症の情勢を見極めながら、会長
幹事の意向のもと、新たな発想で安全安心で無理のない事業を考えていきたいと思います。
　尚、親睦旅行に関しては、友好クラブである秋田県は花輪ロータリークラブの６０周年記念行事（５／２９）に合わせ、１泊
２日の行程で企画開催する予定です。どうぞ一人でも多くのご参加をよろしくお願い申し上げます。
　今年度は新たな試みとして、他委員会の特別例会や地区行事、同好会等の出欠確認を全て親睦委員会が行います。この
目的は、例会中の回覧を極力なくし、みなさまに例会に集中して頂き「入りて学び、出でて奉仕」していただくためです。
どうぞ各委員長の皆さまは、出欠確認がありましたら遠慮なく小生の方へお申し付け下さい。
　もう一つ新たな試みとして、「会場アテンド」を行いたいと思います。親睦メンバーには企業出向の方が多数いらっしゃい
ます。企業出向の皆さまには、例会開始より早く来られた会員やビジターの方をアテンド（談話）して頂きます。この趣意は、
企業出向の方は転籍に伴い数年で退会されるケースが多いため、限られた時間を有効に活用し、もってロータリーの友情を
深め、当クラブに愛着を感じ、会員増強に結び付けていくことを目的としております。
　更に新たな試みとして、ビジターがいらした際は、例会終了後、親睦メンバー全員が会場外で整列し、エレベーターまでしっ
かりとお見送りをしたいと思います。親睦の皆さまには改めましてご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
　結びになりますが、親睦活動委員会は最も人数の多い委員会であり、また、最も支出が多い委員会です。重責を担うこ
ととなり、身の引き締まる思いでございますが、親睦メンバーとともに一年間楽しみたいと思います。どうか皆さまのご指導、
ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

■ 「活動計画発表」　宮川忠士 職業奉仕委員会委員長
皆さん今日は今年度職業奉仕委員会委員長を仰せつかりました宮川忠士です。副委員長として須藤郁雄会員、
委員として並木パスト会長、平良会員、花澤会員、兼任委員として渡辺会員、野城会員で一年間クラブの活
性化に励み藤崎会長、木村幹事を支えていければとおもっております。
【活動方針】
ロータリークラブの各会員は皆それぞれの職業を持っていますいわばその道のプロです、ロータリーの基本
となるべく（職業奉仕）は職業理念に基づき社会の為に奉仕する目的をもって活動します。会長方針の（扉
を開こう！そして一歩踏み出そう！！）の基本理念を忘れずに前に進んでいく。ということで御座います。

【活動計画】
ロータリーの目的の周知の為会員及び地区の委員会による卓話
四つのテストの唱和を行う
その道のプロとしての会員卓話
各委員会と協力連携して相互理解に励む

■ 「活動計画発表」　花光和久 社会奉仕委員長
　始めに、社会奉仕委員会のメンバーを紹介します。私のほか、副委員長に佐藤 PP と依田会員の 2 名、
委員に吉野会員と友田会員、兼任委員に宮川 PP と三上会員と花澤会員の 8 名です。今年度の活動計画は
昨年と同様で、新事業の立ち上げ予定は今日現在ありません。
《年間の活動事業｠
　１．JR 稲毛駅前のふれあい花壇の事業は、すでに始まりました。6 月に植えた花壇の維持管理です。7 月
から10月まで適宜雑草取りと水やりの管理を行います。
　２．11 月はふれあい花壇の植替え事業を、千葉商 IAクラブと共同で行う予定ですが、今年は、コロナの影

響もあり学校事業の都合により、クラブ単独事業もありえます。そして、12 月から 4 月まで適宜雑草取りと水やりの管理を
行います。
　３．来年 5月には、千葉商 IAと花壇の植替えを予定しています。
《毎月の活動事業｠
　原則第 3 例会日に、青少年育英基金の募金窓口を、例会場入口に設置し募金活動を行います。奨学金は 8 名の生徒に一
人月額 1万（年間 12万円）を支給します。皆様の寄付金が、この奨学金の原資となりますので、ご協力をお願い致します。
《継続支援事業として》
　１．8月にディアフレンズ美浜で開催されるディアフェスタの時、支援金を贈呈します。
　　（今年は新型コロナの影響で、7月30日に招待者なしで開催されます）
　２．例年 8月の納涼家族例会で、いのちの電話協会へ支援金を贈呈します。
　３．年 2 回 6 月・11 月に開催されるいのちの電話協会主催のチャリティーコンサートのチケット販売に協力します。最低
　　  20 枚以上を目標とします。
《臨時活動事業として｠
　近年多発する自然災害等に対しての支援金活動がありますのでご協力をお願い致します。
一年間よろしくお願い致します。



クラブ広報・ロータリー情報委員会  【委員長】北村悠介  【副委員長】海寶勘一  【委員】嶋田　悠　*前田善弘　*桜井隆宏　*高橋健一郎　*中村武弘
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7月28日（火）活動計画発表
　友 田 直 人  青少年奉仕委員長
　野口アキ子  ロータリー財団・学友委員長
　川 島 治 代  米山記念奨学・学友委員長
　白 井 貴 博  会員増強・退会防止委員長
12:30点鐘 千葉スカイウインドウズ 東天紅

53

44 7 3 93.20 195,000

13,00084.0937 0

 ニコニコBOX
 ・野口正夫…自粛しています　少し太りました
 ・藤崎…長坂圭将　親睦活動委員長
 宮川忠士　職業奉仕委員長
 花光和久　社会奉仕委員長

前野拓郎　国際奉仕委員長
一年間ご支援ご協力お願いいたします

 ・花光…社会奉仕委員会を一年間よろしくお願い致します
 ・白井…本年度初出席です　宜しくお願い致します
 ・川城…誕生祝いをいただいて…
 ・長坂…親睦活動委員会一年間よろしくお願いします

※ 出席率には　ＲＩ理事会にて決定された内容が含まれておりません

■ 「活動計画発表」　前野拓郎 国際奉仕委員長
　2020～ 21 藤崎年度は副委員長に真野会員・前田会員・花光会員、委員は新井会員・黒川会員・川島義
美会員。兼任委員で北村会員・遠藤あけみ会員・桜井会員・高橋会員・小松会員・中村会員・川崎会員・
嶋田会員で1年間担当させて頂きます。
　活動計画はしていましたが世界的な新型コロナウィルス感染拡大により国際奉仕委員会としての担当行事
であります 8 月の高雄北区ＲＣ子弟交流受入れ事業が中止となりました。現時点で打ち合わせが進んでいる
のが書画交流事業で今年度より千葉市立検見川小学校の生徒さんに絵画を描いてもらい、３か国で展示する

予定です。
　他の主な予定の３月の高雄北区ＲＣへの子弟交流送り出し事業、４月の姉妹３クラブ輪番交流～今年度は釜山鎮ＲＣ訪問に
関しては未定です。
　今後、新型コロナウィルスによる影響が長引く中でも出来る活動、具体的には
アジアふれあい基金の管理、ＲＣ国際大会のＰＲ等、各委員会との連携を図りながら、千葉西ＲＣの運営をお手伝いしてゆけ
れば…、と思います。
１年間ご協力、お力添えをお願い致します。
アフガニスタン　3　47
オーランド諸島　2　124
アルバニア　11　232
アルジェリア　16　168
アメリカ領サモア　1　26
アンドラ　1　51
アンゴラ　3　71
アンギラ　1　25
南極大陸　0　0
アンティグアバーブーダ　2　93
アルゼンチン　570　8,536
アルメニア　6　109
アルバ　1　45
オーストラリア　1,03　 25,357
オーストリア　158　8,301
アゼルバイジャン　2　39
バハマ　14　563
バーレーン　4　156
バングラデシュ　400　11,244
バルバドス　3　172
ベラルーシ　4　34
ベルギー　270　9,735
ベリーズ　10　205
ベナン　30　701
バミューダ　4　96
ブータン　1　23
ボリビア　51　1,189
ボネール　1　30
ボスニア・ヘルツェゴビナ　15　274
ボツワナ　3　47
ブラジル　2,403　52,483
英領バージン諸島　3　165
ブルネイダルサラーム　2　42
ブルガリア　89　1,947
ブルキナファソ　11　209
ブルンジ　9　304
カボベルデ　3　67
カンボジア　9　195
カメルーン　18　237
カナダ　712　21,337
ケイマン諸島　4　251
中央アフリカ共和国　1　10
チャド　3　72
チリ　215　3,960

中国、中華人民共和国　29　552
コロンビア　141　2,311
コモロ　1　13
コンゴ　6　138
コンゴ民主共和国　37　506
クック諸島　1　16
コスタリカ　13　199
コートジボワール　34　759
クロアチア　61　1,497
キュラソー　2　123
キプロス　20　586
チェコ　46　857
デンマーク　253　9,035
ジブチ　2　40
ドミニカ　2　68
ドミニカ共和国　67　1,542
エクアドル　66　1,378
エジプト　116　2,856
エルサルバドル　14　275
イングランド　1,307　32,680
赤道ギニア　2　34
エリトリア　1　32
エストニア　20　591
エスワティーニ　5　87
エチオピア　21　482
フェロー諸島　2 67
フィジー　9　143
フィンランド　258　8,193
フランス　1,072　29,186
フランス領ギアナ　5　132
フランス領ポリネシア　5　69
ガボン　12　217
ガンビア　5　105
ジョージア　4　39
ドイツ　1,094　56,727
ガーナ　51　1,411
ジブラルタル　1 31
ギリシャ　96　2,245
グリーンランド　1　43
グレナダ　2　47
グアドループ　8　152
グアム　5　190
グアテマラ　30　647
ガーンジーチャネル諸島　3　122

ギニア　6　130
ギニアビサウ　1　18
ガイアナ　6　220
ハイチ　22　435
ホンジュラス　33　684
香港　78　2,031
ハンガリー　54　1,191
アイスランド　31　1,136
インド　3,945　149,795
インドネシア　111　2,253
イラク　1　24
アイルランド　43　1,001
マン島　4　137
イスラエル　59　1,344
イタリア　909　38,756
ジャマイカ　26　616
日本　2,238　85,724
ジャージーチャネル諸島　2　101
ジョーダン　12　240
カザフスタン　4　62
ケニア　98　2,378
キリバス　1　11
韓国　1,659　61,333
コソボ　16　272
キルギス　1　20
ラオス人民民主共和国　1　8
ラトビア　21　347
レバノン　28　587
レソト　2　50
リベリア　3　93
リヒテンシュタイン　2　116
リトアニア　56　1,649
ルクセンブルク　14　831
マカ　オ8　194
マダガスカル　18　361
マラウイ　6　230
マレーシア　129　3,090
モルディブ　1　42
マリ　12　262
マルタ　3　135
マルティニーク　8　206
モーリタニア　2　22
モーリシャス　25 586
マヨット　2　39

メキシコ　605　9,474
ミクロネシア連邦　2　26
モルドバ　8　130
モナコ　1　62
モンゴル　18　353
モンテネグロ7　152
モントセラト　1　27
モロッコ　54　884
モザンビーク　6　85
ミャンマー　5　249
ナミビア　7　92
ナウル　1　5
ネパール　125　4,946
オランダ　491　16,205
ニューカレドニア　3　82
ニュージーランド　230　6,845
ニカラグア　16　267
ニジェール　7　131
ナイジェリア　400 10,430
ノーフォーク島　1　12
北マケドニア　21　503
北アイルランド　29　664
北マリアナ諸島　1　41
ノルウェー　276　9,649
パキスタン　258　3,322
パラオ　1　14
パレスチナ　4　75
パナマ　16　472
パプアニューギニア　11　126
パラグアイ　24　507
ペルー　166　3,050
フィリピン　922　25,454
ポーランド　80　1,654
ポルトガル　160　3,319
プエルトリコ　31　948
レユニオン　25　558
ルーマニア　136　3,495
ロシア連邦　77　1,067
ルワンダ　6　108
サンバルテルミー　1　12
セントクリストファーネイビス　2　63
セントルシア　2　103
セントマーチン　1　18
サンピエールとミクロン　1　15

セントビンセント・グレナディーン　2　46
サモア　1　18
サンマリノ　1　44
サントメプリンシペ　2　38
スコットランド　188　4,830
セネガル　10　226
セルビア　64　1,107
セイシェル　2　43
シエラレオネ　3　106
シンガポール　23　780
シントマールテン　4　102
スロバキア　29　504
スロベニア　49　958
ソロモン諸島　2　36
南アフリカ　194　3,297
南スーダン　4　77
スペイン　229　4,397
スリランカ　70　1,875
スーダン　1　21
スリナム　3　201
スウェーデン　460　19,717
スイス　219　13,140
台湾　892　32,343
タジキスタン　0　0
タンザニア連合共和国　47　748
タイ　334　7,501
東ティモール　2　22
トーゴ　18　307
トンガ　1　16
トリニダードトバゴ　22　498
チュニジア　45　822
トルコ　228　5,665
タークスカイコス諸島　2　48
ウガンダ　131　4,326
ウクライナ　55　1,154
アラブ首長国連邦　6　178
米国　7,486　298,169
アメリカ領ヴァージン諸島　11　270
ウルグアイ　106　2,004
バヌアツ　2　43
ベネズエラ　96　2,212
ウェールズ　92　2,015
ザンビア　26　556
ジンバブエ　26　451

※ 国と地域名　クラブ数　会員数


