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【会長挨拶】

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率 85.23%
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みなさん、こんにちは。6月1日18:00から成
田ビューホテルで今年度最後の会長幹事会が成
田クラブの担当で開催されました。各クラブの
一年間の活動報告があり、その後諸岡ガバナー
補佐から国際ロータリーの戦略計画のお話があ
りました。
①クラブのサポートと強化
クラブの刷新性と柔軟性を育てる。様々な
奉仕活動に参加する様に奨励する。会員の
勧誘と維持を改善するなど。
②人道的奉仕の重点化と増加
ポリオ撲滅。青少年や若きリーダーを支援
するプログラムや活動。『ロータリーの6つ
の重点分野』における奉仕の継続性を高め
るなど。
③公共イメージと認知度の向上
イメージとブランド認知を調和させる。行
動を主体とした奉仕を推進する。クラブに
おけるネットワークづくりの機会、ならび
にクラブ独自の主な活動について周知を図
るようクラブに奨励するなど。

萬来 謙一

四つのテスト

【ニコニコボックス】
◇奥様誕生日・萬来 謙一会長
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最後にロータリークラブの現状ということ 【クラブ協議会】
司会 門倉光正
で、2018年1月末に世界では122万1978人の会
下期の残りも少なくなりましたが、皆様のご
員、35,633のクラブ、539の地区。日本では
2018年2月末で90,539の会員、2,264のクラブ、 協力がありまして、無事に終了しそうでござい
34の地区。2790地区では2861の会員（女性会 ます。現在の委員のお話を聞き来期委員の方々
員177人）83のクラブ。2790地区の近未来の の方向性を明確にされることを望みます。
目標としては会員3,000人、女性会員300人、
1クラブの会員数30人以上を目指すというこ
とです。

＜会計＞

【理事会報告】

委員長 白𡈽 健司

幹事 平野 雅敏

本年度の会計につきましては、皆様のご協力
のもと、なんとか無事年度を終えることが出来
そうです。クラブの運営費につきましては5月
末で約150万円の残高となっており、今月末の
年度終了時には100万円程度の繰越を見込んで
おります。また、別途55周年記念の積立として
50万円、ザルで90万円の残高がございます。合
計 240 万 円 程 度 の 残 高 と な る 予 定 で す 。
会員の皆さんならびに事務局の松原さんのご
協力のもと無事年度を終了できる見込みとなっ
たことに、改めてお礼申し上げます。
来年度につきましても、引続き会計を仰せつ
かることとなっておりますので、会の運営に支
障を来さぬよう確りと管理・運営を行って参り
ます。引続きご協力の程宜しく申し上げます。

≪報告事項≫
１.会計報告
２.第6回会長幹事会
・6月1日 成田ビューホテル 担当成田RC
３.その他
≪審議事項≫
１.次年度活動方針について（山本エレクト）
・会員増強を重点目標とする。
２.夜間例会（6月20日）ついて
・やまもと 18:00点鐘

＜S A A＞
３.委員会引継ぎ方法について
・27日例会時に書類ファイルを作り引継を行う。

門倉 光正

４.その他
・理事会にて入会推薦者1名 承認

【幹事報告】
◎受贈週報

幹事 平野 雅敏
・成田RCより

副SAAの伊藤武雄委員と、山之口委員、西村
頼子委員、小澤委員、皆様の協力と、４名委員
の協力を得て進行して参りましたこと、大変嬉
しく思っております。ご苦労様でした。
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＜親睦・プログラム委員会＞
委員長 原 弘行

＜広報・公共イメージ向上委員会＞
委員長
高橋 宏一

【親睦】 主な行事は花見例会：4月4日一番
いけす、納涼例会：8月9日 やまもと、クリ
スマス例会：12月20日 ラディソンホテル成
田、親睦旅行を家族の皆様と5月13日横浜方面
へ「赤レンガ倉庫」など散策いたしました。
【プログラム】 卓話を多く取り入れようと
計画いたしましたが、結果といたしまして日
程の都合もありましたが、外部卓話10名、会
員卓話4名に止まりました。皆様のお話は自分
の知らない事柄、知識を取り入れることがで
きたと思います。ありがとうございました。

＜会員増強・退会防止委員会＞
委員長 福田

守

会員増強・退会防止委員会委員長の福田で
す。委員会は大畑会員と2名で構成いたしまし
た。昨年度大野前委員長のご努力もあり、5名
の有力会員が入会しそれぞれにご活躍されて
おります。本年度もその流れを受け、さらな
る増強に努めたいと考えておりましたが、な
かなか入会までに至っておりません。
本日理事会で1名の候補者を推薦し、理事会
の承認を頂きました。本日皆様に回覧いたし
ますが、1週間以内で異議がなければ1名の増
強が出来ると思います。その他に皆様からの
推薦者や元会員の二世を含めて7～8名の候補
者がいます。それぞれにお話しはしておりま
すが、なかなか良い返事は頂いておりません
が、これからも粘り強く勧誘に歩きたいと思
っております。
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広報・公共イメージ向上委員会からご報
告します。
当委員会は委員長の私のほかに、川﨑尭
信会員、藤原光会員で構成しておりました。
委員会の目的は次の四項目が推奨されてお
ります。
① 地区内外のクラブや会員へ様々な情報
の伝達。
② ロータリアンでない方へ、ロータリー
とはどのような活動をしているかを伝
えること。
③ ロータリーのイメージブランドを作り
上げていくこと。
④ 公共イメージと認知度の向上はRI戦略
計画の優先項目の一つである。
以上の四つの目的を達成するために、当
委員会では主に三つの活動を行いました。
一つ目は週報の作成の補助です。毎週行わ
れる例会を記録し会員に配布・報告するた
めです。作成は事務局の松原さんが作成し
ておりますが、例会における会長挨拶、理
事会報告、幹事報告、委員会報告そして卓
話の原稿の提出依頼、蒐集、そして作成を
担当する事務局松原さんへの原稿集約を皆
様にお願いしております。週報に掲載する
ため例会の写真撮影は主に川﨑会員が行っ
ています。例会日から4日後の日曜日まで
に週報原案を作成し、当委員会へメールで
送られてきますので、それを校正し、事務
局へメールで送り返します。そして通常月
曜日には週報の作成が終わり、火曜日には
ホームページに貼り付けられ、コピーして
例会日には前回の例会の週報が会員に配布
されます。これを毎週繰り返して、校正を
当委員会が行っています。これからも皆様
からの原稿の提出にご協力をお願いします。
そして事務局の松原さんも、次年度におい
ても週報の作成を宜しくお願いいたします。

二つ目が八街ロータリークラブのFacebook いきたいと考えております。次年度も私が広
の管理です。通常例会が開かれるたびに、例 報・公共イメージ向上委員長を務めることに
会の写真とその内容の解説やコメントを挿入 なっておりますのでどうかよろしくお願いしま
し、投稿いたします。Facebookへは通常例会 す。
の当日または翌日にはアップされています。
写真は川崎会員が写した写真、原会員の写真、
そして私が写した写真のいずれかと解説・コ ＜国際奉仕委員会＞ 委員長 伊藤 嘉一
メントで構成されています。ホームページの
閲覧数は分かりませんが、Facebookを見た方
はだんだん増加しております。立ち上げたこ
ろは十数人でしたが、最近は100人を超える
こともあります。山本県議が来訪された4月
18日のFacebookを見た方は278人に達してお
ります。第9分区内クラブでのホームページ、
Facebook（SNS）の利用は、ホームページが
成田クラブ、印西クラブと八街の3クラブ、
Facebookが印西クラブ、富里クラブそして八
街クラブとそれぞれ3クラブが運用していま
本年度は槍木会員と国際奉仕委員会を担当さ
す。Facebookを管理するにあたっていつも考
せて頂きました。
慮することは、広報の観点から、一般市民が
台湾芝山クラブとの友好クラブ提携がありま
見ても分かり易いように、ロータリーの専門
用語や略号は可能な限り使わないようにして したが、今年度につきましては双方に無理のな
います。それと個人情報をどこまでオープン いようなお付き合いという当初の発言通りに
なってしまいました。前年度の芝山クラブのク
にするかという事です。
三つ目は、懸案だった八街ロータリークラ ラブ会長交代式に４名の方々が参加をされまし
ブのホームページの再立ち上げを行いました。 たが本年度につきましては未だ交流がありませ
今年度前半に立ち上げることを目標に、年度 ん。５月の１８日からの会長交代式に出席を予
当初からホームページの構成内容について検 定しておりましたが、参加が出来なくなりまし
討していました。それと並行してホームペー た。是非次年度は大畑会員が国際奉仕を担当さ
ジ作成業者をネットで探しました。ホーム れます。よろしくお願い致します。また米山奨
ページの中身はあまり欲張らず、閲覧対象を 学生につきましては、世話クラブとしてベトナ
ロータリアンだけでなく市民への広報を第一 ムの女性グエンティテュイリーンさんに続いて
として、一般市民の皆さんがアクセスしても 中国から女性のキム・チュウアイさんのカウン
分かりやすい内容を盛り込むことを基本に検 セラーの担当を槍木会員のお骨折りで実現を致
討いたしました。ホームページには一部個人 しました。リーンさんは日本語学校を立ち上げ、
情報が掲載されますので、最小限度の個人情 チュウアイさんは千葉大学を優秀な成績（主
報の公開に抑えました。ホームページ作成を 席）で卒業され愛知県の病院に就職をされまし
依頼する業者については、費用が安いだけで た。毎月例会出席での報告ではその顕著な進歩
はなく、信頼と継続可能性を第一に選定しま が見てとれ嬉しく思っておりました。これから
した。関係者のアドバイスもいただきながら、 の両国の親善に是非とも寄与して頂けるものと
ホームページの作成と立上げはハイファクト 確信を致しております。
また、例年参加をしております国際大会は、
リという会社に依頼し、何度か打ち合わせを
本年度カナダのトロントでの開催でありますが
行い、１１月上旬から本格的にホームページ
を閲覧できるようになりました。ホームペー 高橋会員、樋渡会員の２名が参加をされます。
ジでは平成15年7月からの週報がすべて見ら 当クラブの国際大会参加率は地区内でも群を抜
れます。これからは新しい情報はホームペー いてるものと思われます。次年度の台湾芝山ク
ジ を 通 し て 一 般 市 民 に も 紹 介 し て ラブとの友好活動も併せて期待を致します。

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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