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第2428回 2016年7月13日例会報告

【出席報告】

例会

SAA 伊藤 武雄
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会員総数 32名
（ 内名誉会員 4名

・ 出席免除会員 7名 ）
通算出席率 88.22%
＊6/22メーキャップ5名・槍木会員、西村会員、
伊藤武会員、近藤会員、増田会員

点

鐘

鎌形 芳法会長

ソ ン グ

手に手つないで

【会長挨拶】

会長 鎌形 芳法

皆様こんにちは、暑い夏が来ました。今年は平年より
長く気温の高い日が続くようです。こういった天候の時
は、梅雨があけた後に大きな台風が来る確率が高いと
のことです。幸いにして八街市は過去に大きな災害は
ありませんでしたが、天災に対しての備えは後回しにす
ることなく優先事項の一つにすべきであると思います。
1

丁度一年くらいに前に、茨城県の鬼怒川が決壊いた
しました。なかでも被害の大きかった常総市は米・麦の
産地であったため、先日その決壊した箇所を視察する
機会がありました。現在はきれいに修復整備されてい
ますが、その裾野は広く一面何もなく、真新しい民家が
いくつかあるだけで、当時の惨事を想像するに十分で
した。東北の大災害の時もそうでしたが、現場に立ちま
すと災害のつめ跡ははっきりと残っているのですが、そ
の先にある穏やかな海・・・まさかと。今回も鬼怒川の流
れを見る限りまさかここまで・・・という思いに。自然の災
害は人類の想像をはるかに超えたところにあるのだと
痛感します。あらためて、ロータリーの教え・奉仕の精
神・思いやる心を自身の中で育てることが必要であると
考えます。
2016～17年度国際ロータリー・ ジョンＦ.ジャーム会
長が掲げるＲＩテーマ「 人類に奉仕 するロ ータリー 」
Rotary Serving Humanity第2790地区・青木貞雄ガバ
ナーの行動指針「感謝と挑戦」の下、会員がロータリア
ンになって良かったと思うようなクラブの活動・運営の実
現とされました。
素晴らしい仲間との出会いがあり、Ｐ.ハリスのロータ
リー創設の目的の一つでもある（価値観を分かち合え
る人を見つける）これは、地区の運営方針と行動指針
「感謝と挑戦」を実践することによって、仲間の輪の

拡大になり、そのことが会員増強に結びつくと考えま
す。仲間の輪の広がりがクラブの活性化にもつなが
ると・・・その「輪」を広げるためには、挑戦する勇気と
情熱と感謝する気持ちが大きいと考えます。地区研
修で人のために何かをする機会を与えられたことに
感謝するとありました。自身の心に深くしみいりました。
さらに会員皆様と一緒にロータリアンになって良かっ
たと思えるように努力してまいります。

【幹事報告】

幹事

生形 健一

まずは、挨拶がありました。千葉県高等学校文化連
盟ｲﾝﾀｰｱｸﾄ専門部会長 真坂竜太郎さん、続きまして、
国際ﾛｰﾀﾘｰ第２７９０地区 青少年奉仕委員長 斎藤
豊久さん、次に、ﾎｽﾄRC会長 木更津東ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
会長 林孝二郎さん。更に、出席者全員の紹介があり
ました。その後、議事に入りました。（１）年次代表校ﾛｰ
ﾃｰｼｮﾝについて（２）２０１６～２０１７年度ｲﾝﾀｰｱｸﾄ行
事計画について①年間ｽｹｼﾞｭｰﾙ②第５０回ｲﾝﾀｰｱｸﾄ
年次大会について 今年度は、木更津総合高等学校
で実施されます。ﾃｰﾏは、繋 ～広げる・深める・結ぶ
～です。③ｲﾝﾀｰｱｸﾄ国外研修 今年度は、台湾の台
北市です。研修の目玉が３つあるそうです。台湾の青
少年との合同奉仕での川の清掃、李登輝氏の講演会、
台北ﾃﾚﾋﾞ局見学とのことです。是非、千葉黎明高等学
校のｲﾝﾀｰｱｸﾀｰも参加して頂きたいと思います。④第
５０回ｲﾝﾀｰｱｸﾄ指導者講習会 千葉黎明高等学校が
今年度の当番校となります。八街ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞは、ﾎｽﾄｸ
ﾗﾌﾞになりますので、その節は、ご協力」の程宜しくお
願いいたします。
補足になりますが、ｲﾝﾀｰｱｸﾄ年次大会ｶﾞ､８月３日
水曜日 開催されます。お時間の都合が付きますれ
ば、ご参加下さる様お願いいたします。以上で、報告
終わります。

◎青少年交換留学生募集
派遣予定：短期2017年7月 長期2017年8月
申込期限：2016年8月25日（木）
◎受贈週報等

・白井ＲＣ ・ＲＹＬＡレポート

【クラブ協議会】
≪管理運営委員会≫

司会

山本 和男

委員長 山本 和男

【委員会報告】

青少年奉仕委員長

木村利晴

今年度ＲＩが掲げる３大戦略計画の二つで会員増
強を中心とするクラブ支援及び公共イメージ認知度
向上が管理運営委員会の取り組み課題としており
ます。
当クラブにおいても会員の減少により運営がきび
しくなりつつあります。まずはクラブ活動の活性化の
ためにも会員増強委員会と共に力を入れなければ
と思います。どうぞ皆様のご理解ご協力をお願いし
ます。

皆様、こんにちは。青少年奉仕委員長の木村で
す。７月７日 木曜日 ｲﾝﾀｰｱｸﾄ合同会議に出席し
て参りました。場所は、清和大学 木更津総合高等
学校 報恩館で行われました。今年度、第５０回ｲﾝ
ﾀｰｱｸﾄ年次大会の会場となる学校です。
会議は、ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員長の森田雅久さん、松戸
ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの方の司会で進行されました。
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≪会

計≫

委員長 白𡈽 健司

会計の役割は、クラブ会員の方々からお預かりする
全てのお金の受入れ・支払いを厳正にかつ公正に行
うことにあると考えます。本年度も役員理事、各クラブ
委員会・事務局と連絡を密にし、十分な管理をしてま
いります。会員の方々のご協力、ご指導を宜しくお願
いいたします。

≪Ｓ Ａ

Ａ≫

各行事に於いては会員の方の意見も出来るだけ反
映できる様にしたいと思います。会員皆様方には外部
卓話や会員卓話にもご協力の程宜しくお願い致しま
す。

≪会員増強・退会防止委員会≫
委員長 大野 眞里

会場監督 伊藤 武雄

八街ロータリークラブ細則第３条、第６節に於て会
場監督の任務は、「例会場の気品と風紀を守り、例
会がその使命を発揮できるよう設営し、管理すること
である。」と記されております。
会場設営、管理は勿論、おいしい昼食をご用意し、
お待ちしております。
なお、欠席される方は早目に事務局宛ご連絡を頂
き、残食０を目指します。ご協力をお願い致します。

本年度増強委員長をお受けさせて頂きました大野で
す。昨年度末4名の退会者があり、今年度は会員28名
でのスタートとなりました。
さて今年4月に開催された地区協議会では当増強委
員会は元より会長部会また他の部会に於いても増強
を重点に説明され、地区に於いては今年度特に増強
に力を入れている事が伺えました。その時点で当クラ
ブ目標を増強2名程度考えてありましたが年度末4名
の退会者と現在の社会情勢においてなかなか目標達
成は難しいと感じております。しかし会長はじめ会員皆
様方のご協力により少しでも目標に近づけるよう努力
していく所存です。
どうか宜しくご協力お願い申し上げ報告にかえます。

≪親睦・プログラム委員会≫ 委員長 関 由美子
今年度親睦プログラム委員は福田会員、槍木会員、
冨永会員、関の4名で1年間運営していきます。例会
が楽しく充実を図ることで出席率が上がる事に繋がる
と思いますので魅力ある例会にしたいと思います。会
員の親睦を大いに図っていただきたいので今年度は
夜間例会を2度（8月10日と3月15日）増やすことにし
ました。
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≪広報・IT委員会≫

委員長 樋渡琢也

２０１２～１３年度に会報委員会から名前が変わった
当委員会であるが、八街ロータリークラブのニーズは
週報の発行であり、又それによりクラブ活動記録の確
認であることには今も継続している。

ローターアクト委員会、インターアクト委員会、青少年交
換委員会、ＲＹＬＡ委員会の４部門に分けて編成されて
おります。
大きな行事としてIAC年次大会、国外研修を実施致し
ます。尚、今年度は、千葉黎明高校が、指導者講習会
の当番校となっております。ホストクラブとして八街ロー
タリーも協力してまいりたいと思います。
今年度も青少年の模範となれるよう努めてまいります。
会員のみなさまのご指導、ご協力をお願い申し上げま
す。
当クラブのホームページで言えば開設以来１５年に
なるがクラブ外への広報活動発信元にもなってはい
委員長 山本 和男
るが内容的には目新たらしさに乏しいのはヒット数の ≪Ｒ財団委員会≫
減少からも判断できるものである。
前年度は会員全員でポールハリスフェローとなり、クラ
改善策としては担当の若返りが何にもまして必要と
ブ100％ポールハリスフェローの認証を頂きました。
考えるが、取りあえずfacebookに代表されるSNSに発
ロータリー財団の使命と言いますと、やはり年次寄付
信元を交代するのが一方策であると思う。
にて財団を支援するということになります。本年度地区
ホームページは縮小傾向に向け、サーバー会社と
の契約が２０１６年に切れるのを契機に廃止しようと思 財団においては150ドルの年次寄付とポリオプラス30ド
ルをお願いしますということですので会員の皆様にはご
うがご意見をお聞かせ下さい。
理解ご協力をお願い申し上げます。

≪職業奉仕委員会≫

委員長

大畑 喜信
【感 謝 状】
50周年記念事業で米山記念奨学会に寄付をし、
感謝状の盾をいただきました。

職業奉仕は、ロータリーの目的（第1・第2・第3）に
示されている様に、ロータリーの根源をなすもの、
ロータリーそのものであろうと思います。己れの職業
に高い倫理基準を保つ様に努め、社会との係りあい
の中で、ロータリーの奉仕の理念を見失わない様求
められています。

≪青少年委員会≫

委員長

木村利晴

青少年奉仕は、第５の奉仕部門として位置づけられ
ております。指導力養成活動、社会奉仕プロジェクト
及び国際奉仕プロジェクトへの参加、世界平和と異
文化の理解を深め育む交換プロジェクトを通じて、地
域奉仕や国際理解に励んでおります。青少年奉仕は

広報・ＩＴ委員会／ 樋渡 琢也 ・ 糸久仁一 ・ 高橋宏一
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