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
毎週水曜日 12:30～13:30
電 話 043‐443‐3021
FAX 043‐443‐7221
創立 1966年(昭和41年)5月22日

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 健一

第2468回 2017年6月7日例会報告

【出席報告】

SAA 門倉 光正

【会長挨拶】

会長 鎌形 芳法
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会員総数 37名
（ 内名誉会員 4名 ・ 出席免除会員 7名 ）
通算出席率 87.86%
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今日は６月の第一例会となります。この例会の後、

鎌形 芳法

アトランタで行われるロータリーの国際大会に参加
斉

唱

ソ ン グ

君 が 代

される4名の先輩方が出席なさっていることに驚い

ています。まさにロータリアンなんですね。お気を

四つのテスト

つけてお出かけください。
6月3日～4日に今年度最後の会長幹事会を日
光方面に一泊二日の行程で行ってきました。メイン

【ニコニコボックス】

は長期間かかった化粧直し後の日光東照宮の参

◇奥様誕生日 ・萬来 謙一会員
◇家内のギブスがとれました。

拝でした。
当日は天候にも恵まれ境内、かなり混雑していま

西村 清会員

したが特別参拝ということで巫女さんに案内・説明
を受けてスムーズに参拝し 、最後に社務所で
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お神酒とお札を頂きました。 また日光東照宮の

例会回数42回 理事会報告書を作成

拝殿にある別室（徳川家将軍が控えに使用した

2.2017年決議審議会に提案する事項
(1)木更津東ロータリークラブよりの提案
(2)千葉ロータリークラブよりの提案
＊八街クラブとしては、関与しない

部屋）において、各クラブの安寧の祈祷を高橋ガ

バナー補佐が代表して玉串を捧げました。改めて、
日本の歴史文化と遺産の重みを認識する一日と

3.その他
＊糸久会員より退会届提出 受理されました

なりました。
この後、お祝い・クラブ協議会とありますのでよ
ろしくお願いします。

【理事会報告】

幹事 生形 健一

【幹事報告】

幹事 生形 健一

◎例会変更のお知らせ（印西RC)
6月14日（水） → 休会 クラブ旅行の振替
6月28日（水） → 夜間例会
◎受贈週報

・八日市場RC

【クラブ協議会】

司会 委員長 山本 和男

《報告事項》
1.6月会計報告
2.会長幹事会(6月3,4日）鬼怒川方面
＊会長幹事、高橋ガバナー補佐出席
（9分区 9名参加）

＜広報・ＩＴ委員会＞

3.アトランタ国際大会→八街RC 4名参加
（6月7日～14日まで）
＊クラブから1万円のお土産代

委員長 樋渡 琢也

4.クラブ協議会開催について
＊6月7日～14日にかけて
5.その他

《審議事項》
1.次年度活動方針について
＊8月16日ガバナー補佐訪問
9月6日ガバナー公式訪問

今年度の広報・ＩＴ委員会は構成として糸久仁一、
高橋宏一、萬来謙一の各会員の分担で行われた。
方針の転換としては最近のＳＮＳブームにあやか
りホームページからfacebookに主力を移行したの
が大きい。実施してみての反省点も多々みられる
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が、それをどう次年度に継承して行くかが課題で
ある。
広報も印刷物からＨＰやＳＮＳに代わる世界的な
傾向から日本のロータリーでもその方向に進化し
て来るのではないでしょうか。

＜国際奉仕委員会＞

＜S A A＞

伊藤 武雄

委員長 伊藤嘉一

SAAを仰せつかっております、伊藤です。今年
度は門倉副SAA、萬来会員、また11月より入会さ
れました、川崎会員、小澤会員の協力を得て、ス
ムーズに年度末を迎えることができました。
また、年度当初に欠席される場合は早目のご
連絡をお願い致しましたが、今年の昼食の余り
は3～4ヶで済みました。1年間、ご協力有りがとう
ございました。
４名の会員の方々が本日まさにシカゴ経由でア
トランタ国際大会に出発を致します。大変ご苦労
様です。旅の安全を祈念いたすと共に友好を兼
ねて大いに楽しんできていただきたいと思います。
年度当初には台湾芝山RC友好クラブへの会
長交代式を兼ねた5周年記念式典にクラブを代表
して3名の会員が参加をして頂きました。今年度
は当クラブへの芝山RCの訪問はありませんでした。
前年の世界大会の韓国ソウルではお会いできま
せんでしたが、もし世界大会でお会いできたらま
た楽しい出会いのひと時が期待されます。
後半になって米山記念奨学生の受け入れを槍
木会員のカウンセラーで引き受けが実現致しまし
た。中国出身の千葉大学学生のキムチュウアイさ
んです。是非皆様で応援をして頂きたいと思いま
す。今、国際状況が非常に不安定化しております。
今こそ民間の力を発揮する時であると思います。
余談ですが明日6月8日中国大使館へ訪問を
することになっております。今回が3回目ですが、
程永華大使とは一度もお会いしておりませんが、
何時もおいしい料理を御馳走になり大使汪婉夫
人が歓迎をして頂きます。よく言われる言葉で「民
をもって官を動かせ」が日中友好協会の合言葉で
す。
本年はご協力ありがとうございました。

3

＜親睦・プログラム委員会＞
委員長 関由美子

今年度の親睦プログラム委員は福田会員、槍木
会員、冨永会員、小久保会員と私、関の5名でやら
せていただきました。クラブ活動計画書にのってお
ります年間行事予定の通りでございますが昨年8月
10日夜間例会をふらんす屋でバーベキュー例会
を行いました。野外での例会は初めてですが大変
良かったのではないかと思っております。昨年12月
21日クリスマス例会は8月の夜間例会と同じく

ふらんす屋で行いました。例年は忘年会と言う形 開催いたしました。因みに参加者は会長、幹事、会
で行っておりましたがクリスマス会に致しました。3 長エレクト、副会長、当委員2名の計6名です。その
月15日は川村美術館での移動例会、4月5日夜間 場で入会被候補者を上げていただきましたところ約
花見例会を一番いけすで行いました。5月21日親 13名～14名の名前が上がりました。よってその中よ
睦家族旅行は今年度は歌舞伎を観に明治座に行 り10名程度の方に絞り後日電話にてロータリークラ
きました。親睦家族旅行の件ではいろいろなご意 ブについてどの程度認識をお持ちかお伺いしたとこ
見を賜りましたので来年度の親睦プログラム委員 ろロータリークラブと言うのは聞いた事はあるが内容
に申し送りをさせていただきたいと思っております。 については殆ど解らないとの返事でした。よって炉
6月21日の夜間例会を残しておりますがこの件 辺会議に参加された会員の中で被候補者と面識の
は本日、出欠席をとらせていただいております。場 ある方と委員長が同行、訪問の上ロータリークラブ
所は「やまもと」です。プログラムにおいては外部卓 の事について丁寧に説明させていただき、また入会
話、会員卓話にご協力をいただきましてありがとう をお勧めいたしました。その結果5名の方々がご理
ございました。特に新入会員の皆様方の卓話のご 解の上入会してくださいました。改めて入会ください
協力ありがとうございました。会員の皆様方にご理 ました新会員の方々にこの場をお借りしてお礼を申
解をいただき親睦あってのロータリーだと言う事は し 上 げ ご 報 告 と さ せ て い た だ き ま す 。
これからも変わらないと思います。力不足の委員長
でご迷惑をおかけしましたが会員の皆様方には1
年間ご協力をいただきまして本当にありがとうござ
＜職業奉仕委員会＞ 委員長 大畑喜信
いました。

＜会員増強・退会防止委員会＞
委員長 大野 眞里

皆さんこんにちは。本年度の活動報告をさせてい
ただきます。尚、当委員会は福田会員と私大野の2
名で担当いたしました。
まず昨年4月29日に開催された地区協議会に私
が出席しましたが増強・退会防止部会、また会長部
会が同室で行われ内容は全て増強についての話で
した。という事は地区はここ数年会員の減少に歯止
めをかけるべく増強に再重点を置いている事がうか
がえました。
さて当クラブとしては会長と相談の上、炉辺会議を

職業奉仕月間に際し、中村地区職業奉仕委員長
に卓話をお願い致しました。それに先駆けて会員の
皆様にアンケートをお願い致しました。（1）己の職業
をどう選択したのか。（2）その仕事を続けてくることが
出来たのは…。という問いで、職業奉仕について考
えてみるキッカケになるのではとの思いからでした。
18名の会員から回答をいただきましたが、誰もが誠
実に、真摯に仕事に接していることがうかがえました。
四つのテストが生かされているのだと思います。
現在、職業奉仕委員会は、奉仕プロジェクトの一
部門となり、クラブ奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少
年奉仕と並列した委員会構成となっています。職業
を通して社会に貢献する、職業倫理を高揚し、企業
と経営者自らの品位を向上させていく、正に職業奉
仕は精進の世界とも言えます。理念が先行しがちな
職業奉仕と他の奉仕活動は馴染みにくいのではな
いでしょうか。会員資格に職業人であることが失せ、
職業奉仕が霞んでいってしまう気がします。

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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