
 

 

 

第2721回例会 2022年11月10日（木） 

SAA/綿貫会員 

会報担当/ 川島事務局 

●点 鐘 福原会長  

●ソ ン グ 君が代 奉仕の理想 4つのテスト 

●お客様  なし 

   

● 会長挨拶  福原会長 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは、お元気ですか？何よりです、寒暖差が激

しいので皆さんご自愛くださいね。 

11月は、ロータリー財団月間です。 

ロータリー財団とは？知っているようで知らない、 

判っているようで判らないのが「ロータリー財団」。 

財団とは寄付をとるだけの団体？・・・そうではあり

ません。ロータリーの組織構成の重要な一つです。 

ロータリー財団は世界中のクラブや会員が実際の奉

仕活動をする為の資金を集めて配分する組織です。 

RI の双子の弟のような組織です。 

ロータリー財団の重点は何か？ 

第一の優先事項は、もちろんポリオ根絶です。ポリオ

デーは 10 月 24 日なのですが、今年度は 10 月 23 日

2790 地区も成田空港で、ENDPOLIONOW 活動に。

平野パスト会長、山崎エレクト、上野ノミニー、角谷

副幹事、檜垣委員長、宮武幹事、と私の 7人で参加し

てきました。地区がやっていることに、乗るのが、 

賢明かなと思っています。意外に面白いので是非一度

参加して下さい 

グローバル補助金もその中の一つです。 

昨年度、グローバル補助金奨学生の保川有梨さんも 

 

 

 

 

 

 

渡米し、ロータリー奨学生として、お世話になって 

いる SF ロータリーの Dan さんには、常にメンターの

ような存在で気にかけていただいており、 

学業に集中することができているとの、報告を 

受けています。推薦クラブは奨学生に対し、適宜、 

必要な支援を行う。と、書かれています。 

保川さんが、円安で困っているようで、あれば、支援

を致します。米山も、ロータリー財団も、会員のお布

施・寄付金が必要なので、ご協力をお願い致します。 

本日のメインプログラムは新入会員卓話です。 

北澤和也会員・根本瑞穂会員よろしくお願い致します。

以上をもって会長挨拶と致します。 

● 幹事報告  宮武幹事 

 

 

   

 

 

 

 

第 24 回市原市特連文化フェスティバル・市原市 

特別支援教育推進大会の後援承認の件 

第 46回 RYLAセミナー開催案内および参加 

ロータリアン・青少年の参加の件 

2022 年 11月ロータリーレート １ドル＝148 円 

15日市原中央ＲＣとの合同例会、親睦ゴルフが 

あります。参加される方よろしくお願い致します。 

 ゴルフ 4 組（市原 10 人、市原中央 6人） 

合同例会 45人（市原 29人、市原中央 16人） 

 

※宮武幹事米山記念奨学会への寄付ありがと

うございまし

た。 

 

 

 

 



● 本日の司会                       ● 本日の会場  淡粋       

綿貫 会員                         美味しい料理ご馳走様でした。 

 

 

 

 

 

 

● 委員会報告 

ロータリー財団・米山記念奨学会委員会      副幹事 角谷会員より 

檜垣委員長より今月はロータリー財団月間     次年度の理事・役員の立候補ありましたら、 

ご寄付お願いします。              宜しくお願い致します。12月 1 日は 

                                      次年度の役員理事選挙  

                                      を行いますので、 

                                      宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

クラブ管理運営委員会               加藤会員より 

山本委員長より 12 月第 1週は毎日新聞       芙蓉会五井病院よりのご案内です。 

千葉支局長による卓話、第 3 週は忘年夜例会   かねてよりヨーカ堂跡地に建設中でしたケアレジデンス                         

昨年同様プレゼント交換会を予定しております。 グラン市原、メディカルフィットネス リボディ、 

グラン市原ディサー

ビスがようやく竣工

しました。  ご案内

ですが、11月 24日（木）

午後 6 時〜8時、 

内覧会を行います。 

興味のある方は私 

加藤までご連絡下さい。 

● ニコニコ報告 

檜垣会員・・・この度、11 月 27 日をもちまして弊社（三鬼産業㈱）は創立 60 周年を迎えるに 

       至りました。今後とも宜しくお願い申し上げます。 

  西村芳雄会員・・・私事ではありますが、前月 28 日に金婚式を迎えました。 

         この 50年間には、御多分に漏れず色々な事がありましたが、夫婦で何とか 

         乗り切ってきました。これからも助け合いながらダイヤモンド婚を目指して参ります。 

  福原会長・宮武幹事・・・北澤会員・根本会員新入会員卓話ありがとうございました。 

         11 月 15日は市原中央ＲＣとの親睦ゴルフ、合同夜例会、18 日の情報研修会に 

         出席される会員の皆様よろしくお願いします。 

● 本日の出席報告 

  出席者 36 名  欠席者 40 名  出席率 50％ 



● メインプログラム 新入会員卓話 

北澤和也会員 

              株式会社ベリタス  北澤和也  

今回お話しするのはこれまで歩んできた事、これからやって行きたい事を 

お話しさせて頂きたいと思います。 ① 長野生まれの 49歳です。  

②実家は薬剤師として薬局開業しております。  

薬局は祖父、父親と私が次ぐ予定だったのですが私自身歯科医師になって 

しまいましたので、そこの店舗を現在脱毛・ネイルサロンを運営しております。  

②大学は新潟で 6年間過ごし、大学卒業後先輩のお誘いで千葉の津田沼で 4 年、五井で 4 年勤務医として過ごし

ました。その後白金でくまさんデンタルクリニックを開業しました。  

③その後医療法人を創り鎌ヶ谷で 1 件、海士有木でデイサービスを開設しました。  

その頃ロバートキヨサキさんの「金持ち父さん貧乏父さん」の本に出会い、歯科の仕事が大変でラットレースに

なってしまい、鬱状態になりました。そのタイミングで知り合いの不動産会社の社長から会社を辞めるお話があ

り、是非欲しいと私が引きつぎ代表になりました。  

④コロナで 2年ほど行けないのですが海外でボランティア活動をしており、カンボジアの歯科大学の客員教授を

やらせて頂いています。現在クーデターでミャンマーは大変な事態になっています。  

⑤毎年行っていたミャンマーへのボランティアは、クーデターにより現在渡航できない為日本で会社を経営して

いる方とオンライン教育をする為の仕組みを作っています。  

民主化になった時点でミャンマーで歯科医院と衛生士学校を開校できる仕組みを作って行きたいと思います。  

⑥年間 200 万人のかたが海外に出ていますがまだ日本の受入体制が遅れていると思います。こちらで雇用出来る

様にピザの関係などで雇用出来る様にして行きたいと思います。  

⑦今後は会員制のクラブを作りキャンピングカー、リゾートホテル・レストラン、マレーシアのコンドミニアム・

ハワイの別荘・バリのタイムシェアを活用した海外旅行等を会員様に提供して楽しめるクラブを作っていきます。  

今後とも宜しくお願いいたします。 

根本瑞穂会員 

              改めまして、根本瑞穂、旧姓鴇矢瑞穂です。 

              私の父は市原市海保で生まれ育ち、ガンコで厳しい父でした。 

              母は青森県上北郡で生まれ育ちました。この 2 人が結婚し兄が産まれ 

              1979 年 1月に私が産まれました。物心つく頃には、夫婦で五井の警察 

官舎のとなりで、後楽苑というラーメン屋を営んでおりましたが 

五井小学校へ入学した頃母がくも膜下出血で倒れたのが最初で、 

5 年生の時に 2 回目の入院、後遺症が残り、お店を畳む事になりました。 

店の片づけを父としているとラーメンどんぶりを手に持ちしばらく眺めている父の後ろ姿は今でも忘れません。 

その後タクシー運転手に転職、母は入退院を繰り返し私が、19 歳の時、1番目の旦那さんと結婚し、妊娠し 

臨月の時に 5回目のくも膜下出血で倒れ、他界しました。母は身体が不自由になってからも自分の出来る家事を 

してくれていましたし、とても感謝しています。その後私が離婚をして友達が働いていた夜の世界某エイトに 

入店、水商売は初めてでしたが、子供を養うには、頑張ろうと思いました。 

その後点々として最後に五井のマーメイドに入店し、今の主人と知り合いました。当時店長で働いて 

おりまして、2 年後授かり婚をし、2008 年 11 に月長男大輝が誕生、2010 年 10 月には次女の彩音が誕生 

彩音を出産して 2週間後父が膀胱がんを患いました。本人の希望で自宅療養しながら丸山ワクチンを打つ 

事にしました。父は半年後他界しましたが、母亡き後も兄と 2人を育ててくれて感謝しています。 

現在㈱シャインとして五井に 2 店舗、かんしゃ五井西口店とかんしゃ波渕店を経営しておりますので、 

居酒屋をご利用の再は宜しくお願い致します。 



奉仕プロジェクト委員会＆ロータリー財団・米山記念奨学会委員会  

檜垣委員長より                 

ロータリー財団とは 

国際ロータリーのロータリー財団 

ロータリー財団の創始者 

アーチ・クランフ 

ロータリー財団の標語 

世界で良いことをしよう 

ロータリー財団は、ロータリークラブおよび 

地区を通じて実施される。 

承認された人道的及び教育的活動の支援のために寄付を受け付け 

資金を分配する非営利財団である。 

重点分野の基本方針 ロータリー財団は、補助金の手続きを効率的に行い、補助金プロジェクトの質を高めるこ

とに力を入れています。 本文書は、特定の活動における受領資格の有無や、クラブや地区によって大きな成果が

あげられたプロジェクト の種類を例示しています。補助金を申請する際は、該当する重点分野の方針に沿った

ものであることをご確認下さい。プロジェクトの計画は、実施国側のクラブまたは地区の責務となります。 

ロータリー財団の重点分野と目標 

地元地域や世界のために持ちうるリソリース（資源）を 

最大限に生かしたい、これまでの経験から、もっと大きく、持続可能な 

インパクト（影響力）をもたらすことを目指して活動をしています。 

現在の活動分野 

2022－23年度目標 

優先事項：1の目標 より大きなインパクトをもたらす。 

優先事項：２の目標 参加者の基盤を広げる 

優先事項：3の目標 参加者の積極的なかかわりを促す 

優先事項：4の目標 適応力を高める 

ロータリー財団の寄付の仕方 

寄付の種類として大きく分けて 5種類あります。 

1.年次基金 ・ 2.恒久基金 ・ 3.ポリオプラス ・ 4.災害支援 ・ 5.その他 

寄付を選び ①銀行振込  ②オンライン（Ｍｙ ROTARY）による寄付（クレジットカード決済） 

③事務局にお願いして、寄付をしてもらう。③が一番良いと思います。 

最後にアーチ・クランフの言葉ですが、 

私たちは、自分のためだけに生きるべきではありません。誰かのために 

よいことをする喜びのために生きるべきです。 

とあります。11月はロータリー財団月間ですので、皆様のご寄付お待ちしております。 

ＭｙＲｏｔａｒｙのアカウントの登録方法などわからない点がございましたら、 

ご連絡下さい。宜しくお願い致します。 

 

            


