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第2443回 2016年11月2日例会報告
【出席報告】

SAA 伊藤 武雄

【会長挨拶】

会長 鎌形 芳法
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11月最初の例会になります。新入会員の方々、どうぞ
よろしくお願いいたします。今月はロータリー財団月間
です。ロータリー財団は2016～17年度に100周年を迎
えます。財団の歴史を調べてみましたら、1917年当時
のアーチ・クランフ ロータリー会長が「世界でよいこと
をするための」基金の設置を提案、この基金が1928年
に「ロータリー財団」と名づけられ国際ロータリーに組み
込まれ、現在のロータリー財団にいたっているとありま
した。1929年財団は初の補助金500ドルを国際障害児
協会へ送りました。この協会もロータリアンだった方の
創設したものであり、後に「イースター・シールズ」（米国
慈善団体）となります。1947年ロータリー創設者ポー
ル・ハリスが亡くなると多くの人々から国際ロータリーに
寄付が寄せられました。この寄付は「ポール・ハリス記
念基金」となって、その後のロータリー財団の発展のた
めに役立てられました。
1985年全世界でポリオの撲滅を目指す「ポリオプラス.
プログラム」を設置。1917年に26ドル50セントの寄付か
ら始まったロータリー財団は、10億ドル以上の寄付を受
けるほどの大きな財団に成長しました。
八街ロータリークラブにおきましては、前年度、山本
財団委員長と事務局のお骨折りによって全会員

四つのテスト

【ニコニコボックス】
◇本人誕生日
萬来 謙一会員
◇奥様誕生日
大畑 喜信会員
伊藤 嘉一会員
高橋 宏一AG
増田 繁会員
冨永 純志会員
◇結婚記念日 高橋 宏一AG

鎌形 芳法会長
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ポール・ハリス・フェロー達成クラブとなることができま 【新会員挨拶】
した。そして今年度も引き続いて財団委員長をお引き
受けくださった山本委員長には、喜んで率先してご協
力したいと思います。会員皆様もよろしくお願いします。

【幹事報告】

幹事

小澤 孝延会員

生形 健一

はじめまして、社会福祉法人光明会 就職するなら明
朗塾の小澤孝延と申します。
平成11年8月より、障害がある方で「働きたい」「就職し
たい」といった夢や希望をもたれた方のお手伝いをさせ
ていただいています。
昨今、社会福祉法人のあり方が法制度の中で問われ
はじめており、社会福祉法人だからこそできる社会への、
地域への貢献に注目が集まっています。我々も社会福
祉法人として、どのような役割があり、地域における社
会福祉の充実、推進を図っていく使命を果たしていく必
要があると考えています。
この度縁あって、八街ロータリークラブにお声掛けを
いただきました。まだまだ若輩者ではありますが、ご指
導賜れれば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

◎八街市社会福祉大会のご案内
日時：平成28年11月24日（木）午前9時受付
会場：中央公民館 大会議室
◎例会変更のお知らせ（印西 ＲＣ）
11月23日（水）→休会
◎受贈週報 ・八日市場 ＲＣ
八街 ＲＣ 12月例会スケジュール
12月 2日（金）

情報研修会（ラディソンＨ）

12月 7日（水）

理事会・通常例会

【委員会報告】

Ｒ財団委員長 山本 和男

12月14日（水） 振替休会
12月21日（水） クリスマス例会（ふらんす屋）
12月28日（水） 休 会

11 月 は Ｒ 財 団月 間 で
す。 12月より皆様に特
別寄付のお願いを致しま
す。ご協力よろしくお願
い申し上げます。

【新会員入会式】

【委員会報告】

・林 政男会員

・川崎 尭信会員

・小久保 和子会員

・小澤 孝延会員

社会奉仕委員長 平野 雅敏

11月 20日の産業ま つ
りの集合時間は 12時 30
分です。バザー用品もま
だまだ少ないので品物の
提供、よろしくお願い致
します。なお、提供品の
な い 方 は 3000 円 の ご 寄
付をお願いします。
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【会員卓話】

萬来 謙一会員

みなさんこんにちは、今日は誕生月の卓話としてガ
バナー月信のお話をしたいと思います。
月信委員会は成田日航ホテルを会場とし、成田コス
モポリタンクラブから委員長を含め4名、9分区各クラブ
から5名、ガバナーエレクトのいる柏クラブから1名、そ
して藤崎地区幹事長が入り11名のメンバーで構成さ
れています。
5月から始まった委員会も今月で7回目になります。
月信がどのようにつくられているか、お話したいと思い
ます。各委員は担当月を決められ、私は第6号、12月
号（12月1日発行）の担当です。発行の3ヶ月前9月の

委員会に編集企画を提案し、10月の委員会で企画を
練り、OKが出たら11月の委員会までに掲載原稿の依
頼をします。依頼先たとえば、ガバナー挨拶原稿をガ
バナーに依頼、情報研修会報告を８ケ所のガバナー
補佐、RYLA告知原稿をRYLA委員長にガバナー事務
所を通して依頼します。１２月号の原稿入稿予定日は
１１月５日としてあります。今日１1月２日までに入稿さ
れた原稿は５割くらいです。全部の原稿がそろったら
各委員１０名にメールで原稿を送り１１月１７日の委員
会までに事前に校正をお願いしておきます。１１月１７
日の委員会では入稿状況報告し、すべての原稿を全
員で校正を行います。１１月２０日すぎには印刷会社
に印刷をかけます。また、１１月１７日の委員会では１
月号、２月号の検討もしますので時間は６時から３時
間コーヒー1杯でみっちりやります。
いま、私は残りの原稿がスムーズに入稿することを
願っています。以上まとまりませんが、ガバナー月信
が発行されるまでの様子を聞いていただきました。ぜ
ひ、月信やロータリーの友はよく読んでいただきたいと
思います。

夜間移動例会
第2444回 2016年11月9日例会報告
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奉仕の理想

88

・ 出席免除会員 7名 ）

お 客 様

通算出席率 89.91%
＊10/26メーキャップ3名・高橋会員、平野会員、西村会員

【会長挨拶】

会長 鎌形 芳法

こんばんは、本日の例会は11月から入会された新ロータリアンの歓迎会
をという声があり、日程調整の結果として今夜の夜間移動例会になりました。
多数のご参加ありがとうございます。また前年度までの米山奨学生のリー
ンさんも駆けつけての参加もうれしいことです。八街ロータリークラブは他ク
ラブと比べて女性の割合が多く恵まれていると感じます。こういう席に女性
が増えることはとても明るく華やかになり良いと思います。
そして一つお詫びがあります。ここ数年歓迎会を行っていなかったような
気がします。 特に直近に入会された方には申し訳なく思いますが、ロータ
リアンとして寛大な気持ちをもってご理解頂きたく思います。こういった形で
の例会が増えるとより交流も深まるかと思います。
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グェン・ティテュイ・リーン様
（元米山奨学生）

【理事会報告】

幹事

生形 健一

【新会員入会式】

《報告事項》
1.会計報告
2.11月10日(木)第4回第9分区会長幹事会について
3.その他 八街市社会福祉大会 会長出席
《審議事項》
1.11月20日(日)八街市産業祭りについての詳細確認
※バザー八街中学校12：30集合
2.11月16日(水)ガバナー公式訪問時の対応に
ついての確認
※11：00ガバナー到着
3.年次総会の予告、並びに役員及び理事候補者に
ついて・指名委員会設置について
※12月7日(水)開催予定
4.12月2日(金)情報研修会の対応について(5名)
※萬来・山本・原・門倉・生形
5.12月21日(水)クリスマス例会の対応について
※ふらんす屋にて
6.50周年事業の残金について
※12月の理事会にて決定
7.その他
※八街クラブHPについて(現在のHPは終了。
改めて開設するかは未定)

【幹事報告】

幹事

・竹村 信彦会員が入会されました。

【新会員歓迎会】

生形 健一

◎千葉黎明学園並び西村家による合同葬儀
（お別れの会）について
日時：12月4日（日） 13：00～13：30 本葬儀
13：30～14：30 お別れの会
式場：千葉黎明高等学校 生徒間
住所：八街市八街ほ625番地
問い合わせ：千葉黎明高等学校 事務室
電話：043-443-3221
FAX：043-443-3443

◎木村会員の実母（フミ様）が逝去されました。
心よりご冥福をお祈りいたします。
通夜：11月13日（日）18時
告別式：11月14日（月）8時30分
会場：八街市民斎場

【委員会報告】

社会奉仕委員長 平野 雅敏

11月20日（日）の産業まつりのバザー提供品が
少ないのでご協力よろしくお願い致します。

広報・ＩＴ委員会／ 樋渡 琢也 ・ 糸久仁一 ・ 高橋宏一 ・ 萬来謙一
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