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四つのテスト
第９分区ガバナー補佐
伊藤 仁様（白井RC)

【ニコニコボックス】
◇奥様誕生日 ・萬来謙一会員
◇結婚記念日 ・近藤雅夫会員
◇式典無事、終了

西村清会長

◇50周年式典表彰ありがとうございました。
青柳 十兵衛会員
◇50周年記念式で表彰されました。
高橋 宏一会員
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会長

西村 清

好天続きの毎日も、時折雨に
見舞われ、今度は梅雨の季節に
入りかかってまいりました。「お足
もとの悪いなか。本日は…」という
スピーチをせずに、一年以上の
準備を重ねた八街ロータリークラ
ブ50周年記念式典と祝宴は無事
に終えることができました。メンバー全員の方のお気持
ちとお力、さらに小川委員長の卓越した指導によって
のことと、改めて深く感謝申し上げます。
私の会長任期もあとわずかになり、この一年は記念
事業、記念式典、祝宴を中心に、皆さんのロータリー
への高い関心と努力に敬服した次第です。
当日を含めた反省と評価は別途改めるとして、50年
の区切りの後ですので、次の50年に向って、希望ある
建設的なクラブになることを期待します。それは温故
知新で（古きを訪ね新しくを知ること）であり。不易と流
行（変えてはならないものと、改革をするもの）のバラン
スだと私は思います。
今日は次年度以降の八街ロータリークラブのあり方
や、国際ロータリーの考え方やルールの変更に対応
するための理事会プラスアルファの会議がございます。
私も次期会長から呼ばれておりますが、公務がござい
まして、すべてお任せ致すことにします。 なお来週は
9分区の送別会、櫻木ガバナー送別会などは御世話
になったロータリー仲間の大事な交流として、出席して
参ります。またスポンサークラブである成田ロータリー
クラブの55周年記念コンサートが5日日曜日にござい
ますので、これも皆さんご参加かと存じますが、高校生
の吹奏楽でなく、大学生のラテン音楽を鑑賞してきた
いと存じます。
八街ロータリークラブ益々の発展は、ボリュウムもさる
ことながらクオリティの向上と、式典のときも申し上げた
ように、次世代次々世代に大きく羽ばたくよう期待する
ことをもちまして、本日の御挨拶と記念式典祝宴のお
礼とさせていただきます。ありがとうございました。

【理事会報告】

幹事

福田 守

≪報告事項≫
1.会計報告（予算対実績）
本会計 収入減・支出減・繰
越金は前年度より多い
50周年記念事業会計 予算
内でおさまりそうです
2.クラブ協議会開催について
萬来管理運営委員長 6/1 6/8両日で開催
3.ガバナー補佐訪問について
本日訪問あり
4.ソウル国際大会報告について
八街クラブで 先発隊6名 後発隊3名 合計9名参加
全体で3万～4万人の参加者 詳細はインターネットで
5.台北芝山ロータリークラブ創立5周年・会長交代会に
ついて
6/24（金）PM6：00～ 6/24・25・26 2泊3日で参加
現在のところ5名参加予定
6.次年度予備理事会開催について
鎌形会長エレクト
本日例会終了後予備理事会開催
7.新旧合同理事会並びに委員会引き継ぎについて
6月22日（水） 最終例会前後に開催（後日連絡あり）
8. その他
青柳会員より退会届が提出されました
≪審議事項≫
1.次年度活動方針について 鎌形会長エレクト
ＲＩで定款の変更有
活動計画書には間に合わないので、細則で対応す
る
2.創立50周年記念式典・祝賀会の反省について
日を改めて反省会を開催する 夜間・会費制で

【幹事報告】

幹事

【ご 挨 拶】

ガバナー補佐の任期も残り１か月となりました。９分区
の皆様には大変お世話になり、今日はお礼の挨拶に
参った次第でございます。どうもありがとうございました。
今、会長幹事さまからもお話しがありました通り、八街
ロータリークラブ50周年、誠におめでとうございました。
ま た 素 晴らし い 式典 、 い ろ い ろ反 省点 が あるとおっ
しゃっていましたが、外から見ている私には非常に盛大
に和やかな式典が執り行われたと思います。どうもお疲
れ様でした。
９分区のガバナー補佐として何が出来たかなと考え
てみましたところ、ガバナー補佐は昔の分区代理と違い
ましてガバナーの意思を分区に伝えるという役目が本
来の務めだと思い私なりに伝えてきたつもりです。
また次年度は八街ロータリークラブから高橋さんがガ
バナー補佐ということで選出されております。次年度も
皆さんで盛り上げて行っていただければと思っておりま
す。どうも１年間ありがとうございました。

【クラブ協議会】

司会 副会長 萬来 謙一

２０１５－１６年度クラブ協議
会を開催いたします。
各委員長並びに委員の方々、
発表よろしくお願いいたします。

福田 守

◎例会変更のお知らせ
≪成田RC≫6月24日(金）ANAホテル18：30点鐘
≪印西RC≫6月29日(水）夜間例会18：00点鐘
≪成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝRC≫
6月8日(水）夜間例会（野球観戦）17：30点鐘
6月29日(水） 〃 (ﾎﾃﾙ日航）18：30点鐘
◎受贈週報

第９分区ガバナー補佐
伊藤 仁様

≪管理運営委員会≫

委員長 萬来 謙一

今年度の地区行動目標は「原点を知り、考える」で
した。
「原点を知る」に関してはクラブ創立50周年の「あゆ
み」作成時に過去の記念誌や記念事業の現場を確
認し、会員の皆様に観ていただいた事で八街クラブ
の歴史が理解できたと思います。これも「原点を知る」
ことの一つではないかと思います。
「考える」に関してはＲＩから発表された定款の変更
に対して次年度は会員全員で考えていくことが必要
ではないかと思います。次年度の管理運営委員会に
お願いしたいと思います。

成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝＲＣ

八街RC・6月例会スケジュール
6月 8日 (水） クラブ協議会・通常例会
6月12日 (日） 親睦旅行（8時50分八観集合）
6月15日 (水） 振替休会
6月22日（水） 通常例会
6月29日（水） 休 会（5週目の為）
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≪会

計≫

に次週の予定プログラムをお知らせすることに努めま
した。
会員卓話は誕生日月卓話者を含めて10人の会員に
お願いしました。外部卓話は堀口路加地区米山奨学
会委員長、北村市長、山本県議、天野前千葉黎明高
校校長、柏崎八街自動車教習所所長からの卓話をい
ただきました。
夜間例会は12月の忘年会、3月末の花見例会の２回
行われ多数の会員の出席をいただきました。今年度
第4四半期になって、食事を12：30までに済ませて例
会の時間を１時間たっぷりとるという変更があり、50周
年事業を控えて、準備等である程度それは有効でし
たが、年度通してそれを実施することは、例会プログラ
ムを作成するプログラム委員会としてはかなりの負担
になってきます。大げさに言えば、50年続いてきた水
曜日のライフスタイルを変更するようなもので、次年度
の例会時間をどうするか、親睦・プログラム委員会のみ
ならず会員全員で議論する必要があると思います。
毎年恒例の親睦家族会は、50周年事業の関係で6
月にずれ込みましたが、33人の参加申し込みがあり、
香取市の佐原地区の扇島水生植物園、香取神宮、佐
原の小江戸の街並みを散策、そして成田日航ホテル
で美味しい食事をして帰る予定です。ご期待ください。
1年間ご協力いただきありがとうございました。

委員長 近藤 雅夫

会計より活動状況についてご報
告致します。
会員の皆様からお預かりする全
ての入出金を厳正かつ公正に行う
ことを心掛けて1年間務めてまいり
ました。一定のルールや形式に従
い正確な会計報告を実施させて
頂きましたが、予算の厳しい現状の中で、各委員会の
皆様の協力により決められた予算の範囲内で運営出来
ました。ご協力誠に有難うございます。
また先般開催されました創立50周年(記念式典)事業
におきましても、ほぼ予算どおり運営されています。引
続き、役員理事・各クラブ委員会・事務局と連絡を密に
し、正確な管理を実施してまいります。今後も会員皆様
のご協力・ご指導を宜しくお願いします。

≪ＳＡＡ≫

委員長 荒木 由光

一年間ＳＡＡの委員長として担
当いたしました荒木でございま
す。
前任者でありました鎌形会員
に色々とご指導いただきながら
業務をさせていただきましたが、

≪会員増強・退会防止委員会≫
委員長 亦平 力

会合の度に大小のミスを犯してしまい、誠に申し訳な
く反省しております。
つくづく組織運営の難しさを感じた一年でありまし
たが、クラブ会員皆様にもご助力を賜り、今日を迎え
たことに感謝しております。八街ロータリークラブの為
に、汗を流して頑張るつもりでおりますので、今後とも
よろしくお願いいたします。

≪親睦・プログラム委員会≫
委員長

当クラブ創立５０周年
記念式典も成功裏に終
了致しました。ご来賓の
中には多くの元会員の
方々も参加して下さいま
したので、会員増強委員
会としては再入会の
お勧め、後継者の入会等、お願いしているところであ
ります。

高橋 宏一
≪広報・ＩＴ委員会≫

今年度の親睦・プログラム委員
会は関由美子会員、増田繁会
員、冨永純志会員と私、高橋の
４人で務めました。予算は前年
度より60,000円減額され、厳しい
予算内で進めました。例会のプ
ログラムについては土曜日また
は月曜日までに、水曜日の例会進行表（プログラム）
を、会長、幹事、SAA、卓話関係者及び事務局へ
mailでお知らせしました。年度初めの7～8月はクラブ
協議会、各委員長の地区セミナーの報告等で例会
は埋まりました。また会員の皆様には、例会の終わり
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委員長 樋渡 琢也

年初の目標に対して実行した内容の乏しさは言い
訳がましいものだった。しかしながら週報の定期的
な発行や内容の正確さは担当委員や会員及び事
務局のお陰で実現できたと確信する。

≪社会奉仕委員会≫

委員長 原 弘行

八街市および八街市福祉協議
会に積極的に協賛いたしました。
８月に開催された「八街ふれあい
夏まつり」における野菜・果物の
販売、会員有志から提供された
落花生、くきわかめ等の販売（４
０，９００円）同時に千葉黎明高校
インターアクトクラブ協力によるポリオ募金活動および
１１月に開催された八街市産業まつりに会員から提供
いただいたバザーの売り上げ（８１，４００円）計１２２，３
００円を八街市歳末助け合い、NHK歳末助け合い、日
赤千葉、八街市社会福祉協議会チャリティゴルフへ寄
付並びに５０周年記念事業基金へ入金いたしました。
このほか市内小中学校児童、生徒へ「地域ぐるみ福
祉推進」標語・ポスター作品に協賛および「八街市結
婚５０周年事業」に全会員が協賛いたしました。

≪国際奉仕委員会≫

委員長 槍木 勝典

海外クラブとの交流を目指して3
年越しの交流の後、昨年友好クラ
ブの締結を果たした台北芝山クラ
ブからは、この度の我がクラブ50
周年記念式典に大勢の会員及び
そのご家族の参加を頂きました。
杜直前会長ご家族、陳会長ご夫妻、林会長エレクト
ご夫妻、以下13名の参加を頂き祝賀会に花を添えて
頂きました。そして、6月24日には芝山クラブの5周年
祝賀会、会長交代式に招かれ現在時点で5名の参加
を予定しています。これを機に、今後も両クラブの親
交を深めていきたいと思います。
この度の、第107回ＲＩ国際大会が隣国ソウルＫＩＮＴ
ＥＸ会場で開催されるにあたり、当クラブからは9名が
参加しました。世界百数カ国からロータリアン五万人
の参加を目標に開催された国際大会に参加してロー
タリー組織のスケールの大きさを改めて認識してきま
した。大会の内容についてはロータリー国際大会を
ネット検索で詳しくご覧いただけます。
rotary.org/ja/conventioncoverage
facebook.com/rotaryjapan
@Rotaryinternational
百聞は一見に如かず、来年のＲＩ国際大会開催は米
国アトランタの予定です。会員の皆さん是非参加され
ますように。
米山奨学生リーンさんは2年間の奨学生は終了しま
したが交流は続いています。12日のクラブ家族旅行に
はクラブの家族の一員として参加します。
秋口にはリーンさんの故郷でゴルフリゾートクラブ訪
問を計画しています。リーンさんのご家族や皆さんと
親睦を深めてきたいと思います。

≪青少年奉仕委員会≫

委員長 木村 利晴

青少年奉仕委員長の木村利晴で
す。笹川英一さんと西村頼子さんと3
人で務めさせて頂きました。又、私が
全会合に出席できず、笹川会員並
びに生形副幹事に代理出席頂き、
大変ご協力いただきお世話になりま
した。有難うございます。感謝申し上
げます。尚、千葉黎明高校のｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞの活動にも
感謝申し上げます。ふれあい夏祭りでのﾎﾟﾘｵ撲滅の募
金活動、歳末助け合い運動での募金活動有難うござい
ます。又、八街ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ５０周年記念式典への参加ご
苦労様でした。大人社会での行事への参加は、今後の
社会生活を送って行くうえで誠に有意義なものになった
のではないかと思われます。
私の参加行事の中で、今年度初めてＲＹＬＡ委員会主
催のｳォｰｸﾗﾘｰに参加させて頂きました。又、事務局の松
原さんのお嬢さんとお友達にも参加して頂きました。彼女
たちの大活躍もあり大変盛り上がった大会で有りました。
有難うございます。ﾛｰﾀﾘｰの青少年奉仕のｽﾛｰｶﾞﾝは、
「各ﾛｰﾀﾘｱﾝは青少年の模範」とあります。私の行動が青
少年の模範に成る様なものだったか分かりませんが、次
年度も青少年奉仕委員会という事なので、青少年の模
範と成る様努めて参りたいと思っております。一年間ご協
力有難うございました。

≪R財団委員会 ≫

委員長 山本 和男

R財団委員会の役割として補助金
プロジェクトの参加と寄付を通して財
団を支援するということでした。
本年度は50周年の記念行事という
こともありましたので地区補助金を活
用しての防犯カメラの設置 や100％
ポールハリスフェローの認証達成が
出来ました。これは地区84クラブのなかで17番目というこ
とです。大変な偉業かと思います。また多額の寄付金を
財団に支援できたこと クラブや個人で長年もっていた認
証ポイントの消化が出来たこと、本年度において当クラブ
は大変優秀なクラブであったと思います。
ご協力ありがとうございました。

≪米山記念奨学会委員会≫

委員 大野 眞里

中山委員長が中途退会されました
ので委員の大野が報告させていた
だきます。
本年度は地区目標額として会員１
人当たり15,000円が示されました。
よって当委員会として地区の目標を
達成すべく会員お１人お１人に説明
の上ご依頼申し上げましたところ会員皆様方のご理解によ
り目標額の約90％ご協力戴く事が出来ました。
以上、お礼とご報告といたします。

広報・ＩＴ委員会／ 樋渡 琢也 ・ 糸久仁一 ・ 萬来謙一
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