国際ロータリー第2790地区
The Rotary Club of Yachimata

八街ロータリークラブ週報
http://www.joy.hi-ho.ne.jp/yachimatarc/

例会場 八街商工会議所 ３階 大ホール
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電 話 043‐443‐3021
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会長 萬来 謙一 ・ 会長エレクト 山本 和男

2017－18年度
国際ﾛｰﾀﾘｰ会長
ｲｱﾝ H.S.ﾗｲｽﾞﾘｰ
ｻﾝﾄﾞﾘﾝｶﾞﾑＲＣ 豪州

・ 副会長 門倉 光正 ・ 幹事 平野 雅敏

第2476回 2017年8月2日例会報告

【出席報告】

SAA 西村 頼子

【ニコニコボックス】

出席計
出席
修正
ＭＵ
算会員 出席 欠席
率％
出席率％
数
例会
8/ 2
29
26
3
89.66
7/ 12
28
20
8
71.43
3
82.14
会員総数 31名
（ 内名誉会員 4名 ・ 出席免除会員 7名 ）
通算出席率 83.93%
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君 が 代・ 中国国歌

ソ ン グ

四つのテスト

お 客 様

米山奨学生 キム チュウアイ様
（中国）

◎本人誕生日 ・伊藤嘉一会員・高橋宏一会員
・荒木由光会員
◎奥様誕生日 ・小川嘉一会員・竹村信彦会員
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【会長挨拶】

会長 萬来 謙一

メールでした。ちなみにこの事業の開始時
2011年11月の賛同地区は千葉を含めて10地区
とタイの3340地区の11地区で、総額3億600万
円でした。その後参加したタイやオーストラ
リアの地区、その他の外国の団体を含めて、
今では28のロータリー地区が賛同して寄付を
行っています。2016年6月末で7億8000万円が
集まっています。あの震災から6年が過ぎ、

みなさん、こんにちは。

2016年6月末の奨学生は岩手県111名、宮城県

今日の2時の地震には大変驚きました。八街

150名、福島県8名、合計269名に給付され、そ

市は震度3の発表でしたが震度4に近いくらい

のうち108名が卒業しています。現在2017年5

の揺れに感じました。自然災害には常に注意

月末の残金は4億5000万円の実績だそうです。

し、準備することが大切だと感じました。

33年3月までの支援金必要額の予想は、3億円

今月は諸岡ガバナー補佐が8月16日に来訪さ

の不足だそうです。ロータリーもこの事業に

れガバナー公式訪問に向けて、お話があると

対して協力していかなければならないのでは

思います。皆様もガバナーに対して質問など

と思います。この件については地区のホーム

を考えていただき、ガバナーとお話していた

ページに資料がありますので興味のある方は

だきたいと思います。

見ていただきたいと思います。以上で会長挨
拶を終わります。

8月19日には八街ふれあい夏まつりがありま
す。社会奉仕委員会にお願いしてありますが、
多くの会員の皆様にお手伝いをお願いしたい
と思います。

【理事会報告】

幹事 平野 雅敏

地区から「希望の風推進委員会の設置の可
《報告事項》
１、会計報告

否について」というメールが来ております。
ここで希望の風について少しお話したいと思

２、第1回会長幹事会について
・7/20 割烹やまもとで開催

います。今まで地区の中には正式な委員会が
なく2580地区（東京・沖縄）ガバナー事務所

３、8/9 夜間例会について
・18：00より 割烹やまもと 会費4,000円

に事務局があるそうです。正式名称は「ロー
タリー東日本大震災青少年支援連絡協議会」

４、その他

だそうです。この事業は東日本大震災で被災

《審議事項》
１、希望の風について
・希望の風推進委員会設置に賛成

した子供たちが大学を卒業するまでの奨学金
とし使われ、事業が終了するまでに3億円の不
足が見込まれ、地区としてどうするかという
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２、八街ふれあい夏まつりについて（内容・方法）
・12：30集合 1：00開始
昨年同様ダーツを行う 予算40,000円

【米山奨学生近況報告】
キム・チュウアイ様（千葉大学）

３、九州北部豪雨災害対する義援金のお願いに
ついて
・地区からの要請で本日より義援金を募る

４、8/16諸岡ガバナー補佐来訪
・公式訪問の進め方について
プログラムを全員に配布
・クラブとしての質問事項の決定
質問を用意する
・9/6公式訪問交通手段について
現地集合又は乗り合わせでお願いする

こんにちは、奨学生キム・チュウアイです。今日

５、その他

もお会いできてとても嬉しいです。
以上承認されました。

ロータリー米山記念奨学会の奨学生になってか
ら４か月で、得たことがあまりにも多くて、短いです

【幹事報告】

が、簡単にご報告したいと思います。

幹事 平野 雅敏

まずは、経済面において、奨学金のお陰で、博
士最後の一年に全力で学業に専念することがで
きています。本当にありがとうございます。
次は、奨学生の中で多くの友達ができたことで

す。同じ千葉大学からの奨学生ですが、昼ご飯と
か、晩御飯とかを約束して一緒に食べながら、1
日のことを話し合ったり、教授とのコミュニケーショ
ンがうまくいかない時も相談に乗ってくれたり、研
◎地区大会記念ｺﾞﾙﾌ大会のご案内
日時：2017年10月23日（月）雨天決行
会場：藤ケ谷カントリークラブ
（参加希望の方は事務局まで）

究がどうしても進まない時、一緒に散歩でも行っ
てもらったりします。他にもたくさんのことがありま
すが、本当に学生時期において、しかも最後の学
年で、こんなに貴重なお友達ができるって、何より

◎九州北部豪雨災害に対する義援金のお願い

嬉しいことだと思います。これは全てロータリー米
◎米山記念奨学会50周年記念式典のご案内
日時：2018年2月4日（日）9時30分～受付
会場：グランドニッコー東京 台場

山記念奨学会とロータリアンの皆様のお陰です。
もう一度、厚くお礼を申し上げます。

◎受贈週報等
・地区研修・協議会報告書
・赤い羽根報告書
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夜間移動例会
【会長挨拶】

第2477回 2017年8月9日例会報告

会長 萬来 謙一

【出席報告】

みなさん、こんばんは。
本日は今年度初めての夜間
出席計
例会です。会員相互の親睦を
出席
修正
ＭＵ
算会員 出席 欠席
率％
出席率％ 深めていただきたいと思います。
数
例会
また、本日の例会の中で各委
8/ 9
29
27
2
93.10
員会の活動について委員会ご
7/ 26
29
26
3
89.66
0
82.14
とに、意見交換などしていただ
会員総数 31名
ければ良いかなと思います。
（ 内名誉会員 4名 ・ 出席免除会員 7名 ）
来週は諸岡補佐が八街クラブを訪問し、公式訪
通算出席率 83.93%
問の準備のお話をしていただく予定です。その中
でクラブとしてどのように活動していったら良いかと
いうことや、現在のクラブの問題点についての補佐
点
鐘
会長 萬来 謙一
との話し合いの時間を用意してありますので、多く
の皆様に発言していただきたいと思います。補佐は
会
場
割烹やまもと
若い会員の意見を聞きたいと話されていますので、
考えておいていただきたいと思います。
ソ ン グ
奉仕の理想
19日ふれあい夏まつり、その後、2週間お休みし
て9月6日の公式訪問になりますので、ご協力よろし
くお願いいたします。

ﾁｬｰﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ
小川会員の乾杯！

【ニコニコボックス】
◇めいろう夏まつり無事終了しました。
どうもありがとうございました。
小澤孝延会員
◇皆さんと楽しくお酒を・・・。

【幹事報告】

福田 守会員

幹事 平野 雅敏

◎地域ぐるみ福祉推進標語・ﾎﾟｽﾀｰ審
査会開催について
日時：平成29年8月30日（水）
会場：市総合保険福祉センター3階
＊萬来会長出席予定

広報・公共イメージ向上委員会 ・ 高橋 宏一 ・ 川崎 尭信 ・ 藤原 光
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