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◇奥様誕生日・鎌形 芳法会長 ・伊藤 武雄会員
・藤原 光会員

第2484回 2017年10月4日例会報告

【出席報告】

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

◇結婚記念日・小川 嘉一会員 ・福田 守会員
・生形 健一幹事 ・増田 繁会員
・藤原 光会員

◇学園祭無事終了 来場者3500名 西村 清会員
◇インターアクトの台湾研修への補助金に感謝
西村 清会員

萬来 謙一

【会長挨拶】

会長 萬来 謙一

みなさん、こんにちは。
9月21日（木）に第2回会長幹事会が印西RC
担当で開催されました。おもに11月18日の情
報研修会の内容などの説明がありました。詳
細については内容が決定しだい、皆様にお知
らせしたいと思います。その後、印西クラブ
の前会長の橋本さんからガバナー補佐予定者
の斉藤雅さんが退会され、石井会長もお休み
しているとの説明があり、橋本さんが会長代
行を務めるということでした。そこでガバ
ナー補佐を他クラブにお願いできないかとい
う相談があり、諸岡ガバナー補佐が各クラブ
に意見を求めて話し合いが行われました。補
佐は過去15年間の補佐の記録を提示されまし
た。成田クラブ3名、八街クラブ3名、成田コ
スモポリタンクラブ3名、印西クラブ2名、白
井クラブ2名、富里クラブ2名でした。

四つのテスト

【ニコニコボックス】
◇本人誕生日 ・小川 嘉一会員 ・笹川 英一会員
・小久保 和子会員
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結果としては諸岡ガバナー補佐、富里クラ
ブ、成田コスモポリタンクラブで相談する
ということになりました。10月1日から橋岡
ガバナーエレクト年度の活動が始まるとい
うことで、まだ連絡はありませんが、もう
結果が出ていると思います。昨年50周年を
終えられた印西クラブは今年度に入ってか
ら幹事の交代もあり、大変ご苦労されてい
る感じでした。
私は八街クラブがより活性化できるよう
なクラブ運営をしなければいけないと感じ
ました。八街クラブの会員の皆様にはこれ
から予定されている情報研修会や産業まつ
りに積極的に参加していただき、クラブの
活動が盛り上がるようご協力をお願いいた
します。

【理事会報告】

幹事 平野 雅敏

《報告事項》
１、会計報告

４、千葉黎明高校インターアクトクラブが9/24学園祭
にてポリオワクチン募金を行い、6,298円をロータ
リー財団に寄付

５、その他
《審議事項》
１、情報研修会 11/18（土）成田ビューホテル
・移動例会とし全員登録、12/13（水）振替休会
とする

２、産業まつり11/19（日）について
・社会奉仕委員会 バザー品の受付を始める
３、第9分区親睦ゴルフコンペ
（10/19 八街クラブ担当）ついて
・生形会員を中心に親睦委員会と協力して
準備する
４、ライオンズクラブ中村幸雄会長よりカーブミラー
清掃の協力要請
・参加できる方が協力する

２、第2回会長幹事会報告（9/21）
・情報研修会 11/18(土) 成田ビューホテル
・IM 3/9(金) ANAクラウンプラザ
・印西RC 前会長の橋本和治さんが
会長代行する。

５、千葉黎明高等学校創立95周年式典 11/11（土）
・会長が出席する

次年度ガバナー補佐予定者の斉藤雅さんが
退会されたので富里クラブ、成田コスモポリタン
クラブ、諸岡ガバナー補佐で次年度ガバナー補
佐を検討することになった

７、米山奨学生、カウンセラーの研修旅行について
・カウンセラーの旅費30,000円のうち15,000円
をクラブ負担する

６、赤い羽根募金協力について
・募金に協力する

８、その他

３、希望の風推進委員会設置について
・計画通り委員会を継続、事業を推進する
・人頭分担金的寄付の強要は一切しない
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【幹事報告】

【委員会報告】

幹事 平野 雅敏

◎国際ロータリーツーリングのご案内
日時：2017年11月3日(祝）8時集合
場所：大栄ＰＡ（現地集合）

広報・公共ｲﾒｰｼﾞ向上委員会
委員長 高橋 宏一

◎赤い羽根共同募金について（次週より開始）
◎地域ぐるみ福祉推進標語ﾎﾟｽﾀｰ審査結果
◎千葉黎明高等学校創立95周年式典のご案内
日時：2017年11月11日（土）午前10時より
場所：黎明高校生徒館
ホームぺージ立ち上げについての報告
広報・公共イメージ向上委員会から、ホー
ムページ立ち上げに関する中間報告をいたし
ます。
9月の理事会で、ホームページ作成について
ご了承をいただきましたので、直ちに作成業
者の選択と費用及び作成スケジュールについ
て打合せを行いました。業者はネットで探し、
㈱ハイファクトリという会社に依頼すること
にいたしました。先月㈱ハイファクトリに当
商工会議所まで出向いていただき、我々委員
会とクラブの会員でホームページの再立ち上
げを希望されている会員および事務局を交え
て協議をいたしました。
その結果、ホームページ作成、ドメインの
取得等立ち上げまでの費用は 35,000 円（ 税
別）その後の管理費として毎月5,000円程度か
かるということで10月末までに 八 街ロータ
リークラブのホームページができあがり、公
開する運びになりました。今週末までには、
まずトップページの案が示されることになっ
ております。費用は過去維持していた八街
ロータリークラブのホームページの管理、維
持費とあまり変わらない費用でできる予定で
す。
八街ロータリークラブのフェイスブックも
だんだんとリーチされる方が増えてきて、最
近は１回の話題に100人近いリーチ数になるこ
ともあります。北海道や関西、遠くは海外か
らのリーチもあり、Facebookもホームページ
と並ぶ有力な広報の媒体として、大いに役立
てて行きたいと思っております。

【委 嘱 状】

原 弘行会員に2017-18年度ＲＬＩ実行委員会
委員として会長より委嘱状が渡されました。

【委員会報告】

米山奨学委員会
委員長 生形 健一

今月は米山月間です。次週より特別寄付を
集めますのでみなさまのご協力よろしく
お願いいたします。
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【委員会報告】

ロータリー財団委員会
委員長 鎌形 芳法

【誕生日卓話】

今回、黎明高校のインターアクトクラブが学園祭で
ポリオの募金活動を行ってくれました。当クラブも
11月より特別寄付とポリオの寄付を皆さんにお願い
するのですがその寄付金を送金する時、一緒に
インターアクトクラブとして送金をさせていただきます。

【委員会報告】

社会奉仕委員会
委員長 増田 繁

～ご協力のお願い～
○ 八街市社会福祉協議会より赤い羽根募金のお願
いがきています。各会員1,000円以上
（クオカード５００がもらえます）
を次回例会に寄付お願い致します。
○１１月１９日（日）産業まつりにバザーを行いま
す。昨年は１時間で終了してしまいました。今年は
２時間位やりたいと思います。単価の安いもので、
数を多くお願いしたいと思います。
（賞味期限切れ、汚れは不可）
次回例会より受付を開始致します。納品よろしく
お願い申し上げます。

小川 嘉一会員

本日は誕生日卓話として時間をいただきま
したので、私が生まれた時代から少し話して
みたいと思います。
私は昭和９年生まれの８３歳です。日本の
平均寿命は、女性は87.3歳、男性は80.9歳で
す。日本は香港に次いで世界第2位だそうで、
これで行くと私はやや賞味期限切れの感もあ
りますが、本人はまだまだ若いつもりで日々
生活しております。
昭和9年、この時代、日本は大変な不況の時
代だったそうで、祖父からそんな話を聞いた
ことがありました。昭和9年生まれには多くの
著名人がおります。特に芸能界に多く映画俳
優で歌手の石原裕次郎をはじめケーシー高峰、
米倉斉加年、長門裕之、大橋巨泉等がおりま
す。
私が小学1年生の時に第二次世界大戦が始ま
り、大変な時代でした。小学生時代を今でも
思い出すと、あの当時のいろいろなことが思
い出されます。4年生、5年生の夏休みの宿題
は、軍馬のための干し草作りや、茶の実拾い
などでした。当時学友の中には弁当も持たな
い生徒もおりました。
4年生の冬には大雪が降り、八街にあった陸
軍飛行場の滑走路の雪かきに動員されたこと
もありました。5年生の夏、終戦を迎えました。
戦時中から戦後の一時期は食糧難で育ち盛り
の私たちはずいぶんひもじい思いもしました。
今の時代は物があふれ、こんな時代があって
良いものか考えさせられます。
今の時代戦争のない平和な時代が続くこと
を祈ってやみません。
以上私の誕生日卓話といたします。

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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