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会長 西村 清 ・ 会長エレクト 鎌形 芳法 ・ 副会長 萬来 謙一 ・ 幹事 福田 守

第2404回 2016年1月6日例会報告
【出席報告】

例会
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【ニコニコボックス】

SAA 伊藤 武雄
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・ 出席免除会員 １0名 ）
通算出席率 90.66%

1/6メーキャップ１名・鎌形会員、近藤会員（理事会）

点
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お 客 様

◇本人誕生日・青柳十兵衛会員・樋渡琢也会員
・槍木勝典会員・鎌形芳法会員
・山本和男幹事 ・木村利晴会員
・グエン ティ テュイ リーンさん

西村 清
ベトナム国歌

四つのテスト

◇奥様誕生日・生形健一会員 ・門倉光正会員

米山奨学生（千葉大学）

◇謹賀新年

グエン ティ テュイ リーンさん

西村 清会長

◇ポールハリスフェロー頂戴しました。 山本 和男会員
◇今年もよろしく
1

笹川 英一会員

【会長挨拶】

【理事会報告】

会長 西村 清

明けましておめでとうございます。 元旦より暖かい
日差しとなりまして、穏やかな2016年が関東地方で
はスタート致しました。
さてロータリー会長をお引き受けして半年がすぎ、
いよいよ残り半分というより50周年の大きな節目の、
記念式典・祝賀会を来る5月21日に迎えることになり
ました。 よくイベントカレンダーなどと言って○○ま
でにあと何日と表現して、期限ある業務のいい意味
でのあおりと、イベントムードの助成に使うものであり
ます。 そういうことでは今日が6日でありますので、あ
と式典・祝賀会までは136日となります。楽観論者は
「まだ136日」となりますし、悲観論者は「もう136日か」
となります。で現実論者は「なんとかなるさ」ということ
なのでしょうか？ いずれにしても私が本年度の会長
をお引き受けしましたのは、ひとえにこの50周年を委
員長と中心に皆様と共に無事に完遂させることが第
一のミッションですので、改めて各委員会が共同無
責任になったり、予算などの無駄遣いを慎み、第9分
区の発展や将来の100周年に向かってのプラスにな
るよう伏してお願い申し上げます。さらに言えば式
典・祝賀会が無事終えても、記念誌の早期発行、記
念事業の清算、年度の決算次年度予算と続きます
ので、どうかくれぐれも全員のご協力を頂きますよう
お願い申し上げます。
最後にお正月といえば、消防の出初がございます。
八街消防も11日に出初ということでご関係者にはご
案内も来ていることかと存じます。 八街市の安全や
防火防災の予防は、まず自らが行うことを基本に、分
区に分かれて活動が行われます。 消防団活動は地
域だけでなく、企業・団体・学校でも行われて、いわ
ば若者の防災教育としての側面も大きくなっておりま
す。
街づくりの将来を担う市民が積極的に参加し、この
ロータリーと合わせ職業奉仕やボランティアが自然な
形で行われる、より良き八街となるよう年頭にあたり御
挨拶申し上げます。

幹事 福田 守

≪報告事項≫
1.会計報告及び下期会費引き落としについて
1月12日（火）口座引き落とし
2.八街商工会議所賀詞交歓会及び八街市成人式
参加について
賀詞交歓会 1月8日（金）11：00～
成人式
1月10日（日）10：00～ 会長出席
3.第5回第9分区会長幹事会参加について
1月21日（木）PM6：00～ ﾛｲﾔﾙバッファロー
幹事富里クラブ 会長幹事出席
4.米山記念奨学生・カウンセラー新年会への参加
1月10日（日）東天紅 槍木カウンセラー・リンさん出席
5.その他
1月27日例会終了後創立50周年実行委員会開催
≪審議事項≫
1.2015～16年度地区大会の参加について
日時 平成28年2月7日（日）
会場 アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張
八街観光バス利用 富里クラブと合同 会議所出発
AM ７：50 集合 (8時出発、時間厳守）
2.新春子供会書き初め展後援について
平成28年1月24日（日）AM10：00～ 会長出席
ロータリークラブ会長賞と2万円の寄附
3.中山会員の退会届について
一応は受理するが、年度内は会員として名簿に
残しておきたい。
4.100％出席者の認定について
出席免除会員についても適用する
5.その他
・次年度のガバナー公式訪問について 他クラブと
の合同でもOK
・地区補助金に対する個別プロジェクト報告書提出
について
原会員より記載が案提示されました
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【幹事報告】

幹事 福田 守

◎会長幹事会のご案内
日時：2016年1月21日（木）午後6時より
場所：ロイヤルバッファロー
◎2016－17年度R財団補助金管理・奉仕プロジェクト
合同セミナーのご案内
日時：2016年1月31日(日）13：00点鐘
場所：カンデオホテルズ千葉（ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨｰ千葉）
一年前、私は皆さんの前でベトナムでの日本語学校

◎地区研修セミナー＆PETS合同会議のご案内
日時：2016年1月27日(水）16：00から18：00
場所：成田公民館1・2会議室

を開くための許可が下りたことをお話しし、ぜひ皆さん
の貴重な経験や力を貸して欲しいとお願いしました。
そしてまる一年、現地での先生の教育や学生募集の

◎2017年度ロータリー平和フェローシップのオンライン
申請について

問題などを一つ一つクリアして頑張ってまいりました。
まずはこうして無事に新しい年を迎えることができたこ

◎新春子ども会書き初め展表彰式及び
助成金のお願い
日時：2016年1月24日(日)午前10時から
会場：八街中央公民館
助成金：20,000円

とを感謝し、皆さんに心からお礼を申し上げたいと思
います。
今年度から4年間で頑張ってきた千葉大学での大学
生の生活を卒業し、新たに大学院に進学することが決
まっています。今年も気を緩めることなく、常に攻めの

◎八街市社会福祉協議会特別会費のお願い
10口・・・10,000円

姿勢を忘れずに積極的に学業と日本語学校の業務に
取り組んで参りたいと思います。

◎NHK歳末たすけあい及び赤十字寄付礼状

今一度、皆様方に更なるご協力をお願いいたしまし
て、新年のご挨拶とさせて頂きます。本年もどうぞ宜し

◎例会変更のお知らせ
＜印西RC＞1月13日（水）新年夜間例会
金田屋18：00点鐘
＜白井RC＞1月１１日（月）祝日休会

くお願い申し上げます。

【会員報告】

平野 雅敏会員

◎受贈週報等 ・成田RC ・八日市場RC
・日本赤十字
◎NHK放映のお知らせ（荒木会員）
日時：1月21日(木）午後10時55分より
NHK総合1チャンネル
所さんたいへんですよ！
最近宮型霊柩車を町中でみませんが？

先日の夜間例会で米山奨学生のリーンさんに通訳の
お願いをしました。なぜなら八街教習所にベトナム人の
生徒さんが通っているのですが日本語が通じず、なか
なか学科が進まないからです。リーンさんにお願いした
ところ、快く引き受けてくれました。おかげで成績はぐん
ぐん上がり、所長を初め皆とても感謝しています。これ
からもまた何度かお願いすると思いますがどうぞよろしく
お願いします。

【奨学生近況報告】
グエン ティ テュイ リーンさん
新年あけましておめでとうございます。
皆様におかれましてはつつがなく新しい年をお迎え
のこととお慶び申し上げます。
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～創立50周年記念事業～

＊西村 清会長（1回目）

＊小川 嘉一会員（3回目）

＊伊藤 嘉一会員（2回目）

＊糸久 仁一会員（2回目）

＊亦平 力会員（4回目）

＊中山 直樹会員（1回目）

＊関 由美子会員（1回目）

＊槍木 勝典会員（2回目）

＊生形 健一会員（1回目）

＊山本 和男会員（2回目）

＊木村 利晴会員（1回目）

＊原 弘行会員（1回目）

＊伊藤 武雄会員（1回目）

＊山之口 國雄会員（1回目） ＊門倉 光正会員（1回目）

＊近藤 雅夫会員（1回目）

＊笹川 英一会員（1回目）

＊西村 頼子会員（1回目）

＊冨永 純志会員（1回目）

ロータリー財団委員長の山本会員より
ポールハリスフェローの獲得バッチの説明が
ありました。

広報・ＩＴ委員会／ 樋渡 琢也 ・ 糸久仁一 ・ 萬来謙一
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