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国際ロータリー会長

ジョン F. ジャーム
（CHATTANOOGA RC 米国）

会長 鎌形 芳法 ・ 会長 エレクト 萬来 謙一 ・ 副会長 山本 和男 ・ 幹事 生形 建一

2016－17年度 START
第2427回 2016年7月6日例会報告
【出席報告】
SAA 伊藤 武雄

例会
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◇1年間よろしくお願いします。

鎌形 芳法会長

◇

生形 健一幹事

〃

82.76
◇ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐として1年間よろしくお願いします。
高橋 宏一Ｇ補佐

会員総数 32名
（ 内名誉会員 4名

・ 出席免除会員 ８名 ）
通算出席率 88.28%
＊6/12メーキャップ1名・近藤会員（理事会）

点

鐘

会長 鎌形 芳法

斉

唱

君 が 代

◇1年間よろしくお願いします。（下記委員長より）
・山本和男 管理運営・Ｒ財団委員長
・伊藤 武雄 会場監督（ＳＡＡ）
・大野 眞里 会員増強委員長
・樋渡 琢也 広報ＩＴ委員長
・大畑 喜信 職業奉仕委員長
・平野 雅敏 国際奉仕委員長

ソ ン グ

四つのテスト

◇全国発明表彰受賞

槍木 勝典会員

◇小泉進次郎（自民党農林部会長）氏が落花生の
状況と工場の視察に見えました。
増田 繁会員

【ニコニコボックス】
◇本人誕生日
・福田 守会員
・門倉 光正会員

◇無事に会長引退できました。

◇奥様誕生日
・原 弘行会員
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西村 清会員

【会長挨拶】

会長 鎌形 芳法

ＲＩ ジョンＦ. ジャーム会長の掲げるテーマ「人類
に奉仕するロータリー」
第２７９０地区 青木貞雄ガバナーの地区運営方針
と行動指針については、次回例会の席でお話をさせ
ていただきます。
以上、就任のご挨拶とさせていただきます。

【理事会報告】
皆様本日は2016～17年度、八街ロータリークラブ
最初の例会日です。
今年度会長を仰せつかりました鎌形でございます。
ロータリー経験の浅い身ではありますが、経験豊富な
生形幹事を始め、諸先輩に役員理事、各委員会委
員長を引き受けていただきました。会員皆様に支え
て頂きながら、１年間努力致します。どうぞよろしくご
指導ご協力をお願い申し上げます。
前年度、八街ＲＣの大きな区切りとなる「創立５０周
年記念式典」が西村直前会長・小川実行委員長をは
じめ多くの諸先輩のご尽力によって感慨深い式典と
なり大成功に終わりました。本当にお疲れさまでした。
改めて八街ＲＣ５０年の歴史というものを感じました。
最初に２０１６～１７年度・八街ロータリークラブ年間
行事予定表及び一般会計予算につきましては、理事
会において承認されたことをご報告いたします。
今年度は年間行事に上期・下期にそれぞれ１回ず
つ計２回の移動例会を増やしました。 １２月の夜
間移動例会はクリスマス例会の予定です。
名誉会員のお願いですが北村新司市長・山本義
一県議・石毛勝社協会長・伊藤謙三様４氏に快くお
引き受けいただきました。伊藤謙三さま（９４才）にお
かれましては８月に卓話を頂けることになりました。そ
して大きな課題であります会員の維持・増強でありま
すが、今年度は２８名からのスタートとなります。何と
しても３０名以上をもって萬来年度へとバトンをお渡し
したいと思っております。会員増強委員長を中心に
会員がロータリアンになって良かったと思えるような
会員増強ができればと思います。皆様どうぞよろしく
お願いいたします。
今年度は第９分区の青木ガバナー（成田コスモポ
リタンＲＣ）年度であります。 さらに八街ＲＣより高橋
ガバナー補佐を輩出しております。地区大会の日程
は成田国際文化会館に於いて９月２４日・２５日に開
催予定です。すでに当クラブから萬来会員・山本会
員がお手伝いをなさっており大会当日は八街クラブ
として会員皆様に協力をお願いすることもあると思い
ます。またＩＭ（高橋ガバナー補佐 主催）の日程が２
月１８日（土）・ホテル日航成田で予定されています。
お願い事ばかりで恐縮ですが、その際はよろしくお
願いします。

幹事

生形 健一

≪報告事項≫
1.前会長、幹事への記念品について
*ロータリーバッジ
2.名誉会員の依頼について（下記の4名）
北村新司市長
山本義一県議
石毛勝社協会長 伊藤謙三様
3.その他
*台北芝山ロータリーの5周年・会長交代式に
50周年の予算から5万円
≪審議事項≫
1.本年度の予算案について
2.本年度クラブ活動計画の内容について
3.クラブ協議会の開催について
*山本副会長が予告する
4.本年度第9分区I.Mについて
*2月18日 髙橋ガバナー補佐ホテル日航成田
5.地区大会記念ゴルフ大会について
*9月13日（火） 久能カントリー倶楽部
6.会費の口座振替日について
*7月12日（火）
7.八街ふれあい夏祭り出店について 8月20日（火）
物販はせず7月中に内容を決める
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8.移動例会を年4回にします。
*8月・12月（クリスマス）・3月・6月
9.その他
*ガバナー補佐分担金 20,000円
*ロータリークラブ定款変更及びクラブ細則は
今年中に改訂する。

【幹事報告】

幹事

【会長幹事交代式】

生形 健一

◎奉仕プロジェクト委員会・Ｒ財団委員会合同
セミナーのご案内
日時：2016年8月7日（日）13：00登録
会場：KTPカンデオホテルズ千葉
◎第９分区Ｇ補佐分担金送金のお願い
◎地区大会のご案内
日時：1日目 2016年9月24日（土）13：00点鐘
2日目 2016年9月25日（日）9：30点鐘

西村 清直前会長 → 鎌形 芳法会長
福田 守直前幹事 → 生形 健一幹事

会場：1日目 成田ビューホテル
2日目 成田国際文化会館

バッチの交換が行われました。

◎地区大会記念ゴルフ大会
日時：2016年9月13日（火）
会場：久能カントリー倶楽部
＊プレーフィ22,000円 ＊登録料10,000円
◎マハラジャde交流会のご案内
日時：2016年9月3日（土）14：00から
場所：六本木マハラジャ

創立50周年の1年間、どうもお疲れさまでした。

【委 嘱 状】
2016－17年度国際ロータリー第2790地区
第９分区ガバナー補佐 高橋 宏一会員

◎女性会員交流会のご案内
日時：2016年7月22日（金）午後12:00から
場所：三井ガーデンホテル2階 「汐菜」

2016－17年度国際ロータリー第2790地区
月信委員会委員
萬来 謙一会員

◎例会変更のお知らせ
＜印西ＲＣ＞7月20日（水）ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問
＜ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝＲＣ＞8月10日（水）夜間例会
8月17日（水）休
会
◎受贈週報等

白松の郷

八街RC 7月例会スケジュール
7月 6日（水） 会長幹事交代式・高橋G補佐
7月13日（水） クラブ協議会
7月20日（水） クラブ協議会

7月27日（水） 通常例会

高橋G補佐
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萬来月信委員

2016－17年度国際ロータリー第2790地区
地区幹事
山本和男会員

努めていただき、「楽しい元気なクラブ」にすることをお
願いします。
前年度末に多くの会員の退会で減少した会員数の
回復が急務です。
ロータリーの奉仕活動は無限です。地区大会、情
報研修会、ＩＭについては、分区内会員皆様と共に、
その目的を達成したいと思います。特に八街クラブは、
私がガバナー補佐を務める関係から、１２月の情報研
修会、２月のIMと、二つの分区内の行事について、ホ
スト役をお願いしなければなりません。是非ご協力を
宜しくお願い申し上げます。
また本年は各クラブにおいてSNSの立ち上げを進め
ていただきたいと思います。ホームページの立ち上げ
も有効ですが私個人的には、誰でも簡単にできるface
bookを是非立ち上げていただきたいと思います。
分区内では成田クラブ、八街クラブがHPを、富里クラ
ブがface bookを立ち上げておりますが、通常アクセス
数ではface bookの方が多く、頻繁に更新されることも
多いし、新鮮な情報を幅広く公開され、ロータリーの広
報にとって非常に有効な手段と考えており、その意味
でも是非お勧めいたします。
以上簡単ですが年度初めの就任のあいさつに代え
させていただきます。これから１年間宜しくお願いいた
します。貴重なお時間をいただきありがとうございまし
た。

山本地区幹事

【就任挨拶】

第9分区G補佐

高橋 宏一

皆さん こんにちは。
【新会員挨拶】
白𡈽 健司会員
八街ロータリークラブの鎌形年度のスタート誠におめ
でとうございます。
本年度の第１例会という貴重な例会に、ガバナー補
佐の就任のご挨拶ということでお時間をいただき大変
恐縮に存じます。
ガバナー補佐はガバナーの分身として、分区内クラ
ブとの情報交換・連携を密にして、その円滑な管理運
営に努めることが求められております。私にとりまして
は大変重責を感じますが、お引き受けした以上、分区
内会員の皆様のご協力をいただき、その職責を果たし
ていく所存です。同じ第９分区内のクラブから青木ガ
バナーを輩出し、同じ分区のガバナー補佐として務め
られることを大変光栄で嬉しく思います。
皆さん、こんにちは。
今年度のRI会長のテーマは「人類に奉仕するロータ ただいまご紹介いただきました、千葉銀行八街支店の
リー」で、青木ガバナーは「感謝と挑戦」を地区の行動 白𡈽（しらど）でございます。
指針としております。その具現化のために、私は各クラ
ロータリークラブでの活動は初めてですので、一日も
ブの会員皆様に「楽しい元気なロータリー」を目標に 早くしっかりとしたロータリアンとなれるよう努力してまい
ロータリー活動に励んでいただきたいと思います。八 ります。
街クラブにおきましても、例会の充実化・活性化による
不慣れなことばかりなので、ご指導のほどよろしくお願
出席率の向上を計り、若い会員の増強と退会防止に いいたします。

広報・ＩＴ委員会／ 樋渡 琢也 ・ 糸久仁一 ・ 高橋宏一
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