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

2018-19年度
国際ﾛｰﾀﾘｰ会長
バリー・ラシン
East Nassau RC（バハマ）

会長 山本 和男 ・ 会長エレクト 門倉 光正 ・ 副会長 増田 繁 ・ 幹事 門倉 光正

第2514回 2018年7月4日例会報告

【出席報告】
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83.33

（ 内名誉会員 4名

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率 84.91%
6/20メークアップ1名・福田会員（理事会）
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【ニコニコボックス】

SAA 小澤 孝延

山本 和男

四つのテスト

元会員 白𡈽 健司様
（千葉銀行我孫子支店長）
元会員 藤原 光様
（京葉銀行五井支店長）

山本年度スタート！

◇本人誕生日・福田 守会員・門倉 光正幹事
◇奥様誕生日・原 弘行会員・川崎 尭信会員

◇1年間よろしくお願いいたします。
山本 和男会長
◇1年間よろしくお願いします。
・大畑 喜信委員長（国際奉仕）
・伊藤 嘉一委員長（会員増強）
・高橋 宏一委員長（広報・公共ｲﾒｰｼﾞ向上）
・萬来 謙一委員長（ロータリー財団）
・関 由美子委員長（社会奉仕）
・増田 繁委員長（管理運営）
・笹川 英一委員長（青少年奉仕）
・小澤 孝延会員（SAA)
・竹村 信彦委員長（親睦・プログラム）
◇広報・公共ｲﾒｰｼﾞ向上委員長お世話になりました。
高橋 宏一委員長
◇トロント国際大会より無事帰国しました。
高橋 宏一会員
◇6月12日付で八街市都市計画審議会委員として
委嘱を受けました。
荒木 由光会員
◇2年間ありがとうございました。白𡈽 健司元会員
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【会長挨拶】

会長 山本 和男

ということで、移動例会をもっと増やすという
要望などもございます。他にもどんなことをし
ていったら良いのか、親睦委員会の協力を得て、
検討していきたいと思います。
本日、例会場の風景が少し変わっていると思
いますが、バリー・ラシンRI会長の『インスピ
レーションになろう』という今年度のテーマで
す。大変難しい単語ですが、理解して実践して
いただければと思います。

皆さまこんにちは。
2018-19年度が始まりました。八街ロータリー
クラブ会長という大役を仰せつかり、大変重責
を感じているところでございます。皆さまのご
【理事会報告】
幹事 門倉 光正
支援ご協力を頂きながら、職責を果たしていく
所存でございます。どうぞ宜しくお願いいたし
【報告事項】
ます。
１.前会長、幹事への記念品について
さて 、本日入会された鈴木様 、泉水様 、
（万年筆を贈る）
ようこそ八街ロータリークラブへ。心より歓迎
２.名誉会員委嘱について
申し上げます。クラブと致しましても大変喜ば
＊前年度と同様4名の名誉会員の方々に
しい事であります。また千葉銀行白𡈽さんにお
了承を得ました。
かれましては、異動ということで残念ですが、
３.今年度活動行事予定
２年間理事会計とお骨折りいただき、ありがと
・ガバナー補佐来訪 9月12日（水）
うございました。また同じく転勤の京葉銀行藤
公式訪問に向けての準備のため
原さんも１年間でしたが、八街ロータリーでの
・八街ふれあい夏まつり 8月18日（土）
体験を忘れないで下さい。それからトロント国
・ガバナー公式訪問 9月26日（水）
際大会に参加された樋渡会員 、高橋会員、大
富里RCと成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝRCの3クラブ合同
変お疲れ様でした。お帰りなさい。後程楽しい
(ホテル日航成田）
旅のご報告を頂ければと思います。
・情報研究会 10月17日（水）ホテル日航成田
今年度の活動計画書はお手元に届いていると
・地区大会
思いますが 、年間行事予定及び一般会計予算
10月27日（土）ホテル・ザ・マンハッタン
については、理事会に於いて承認されたことを
28日（日）ホテルニューオータニ幕張
ご報告致します。なお、萬来年度最終例会に、
・成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝRC25周年記念式典
各委員会の引き継ぎが行われましたが、文章で
11月17日（土）ホテル日航成田
の引き継ぎと充分な時間をかけ、各委員会での
・八街産業まつり 11月25日（日）
話し合いができた事は、本年に於いてはより一
・I M 2月20日（水）ホテル日航成田
層の委員会活動が期待できるかと思います。
４.第１回会長幹事会
また、この 引き継ぎのファイルは、各委員
7月10日（火）18時から 成田市「菊屋」
長のボックスに置いてあります。気がついた事
＊山本会長出席
がありましたら、順次書き足して頂くことによ
５.新会員入会
り、委員長の交代があってもすぐに職責が理解
鈴木 慶夫会員（鈴木税理士事務所）7/4
でき、質の向上がはかれるかと思います。
（すずきみちお）
最後にロータリーの最も重要な課題でもあり
泉水 宏之会員（千葉銀行）7/4
ます、会員の維持・増強ということで、今年も
（せんすいこうじ）
頑張らなければと思っているところでございま
幸 克己会員（京葉銀行）7/11
す。今年度会員増強委員会に於いては10%増強
（ゆき かつみ）
という強い意気込みを持っておられます。なん
とか皆で実現に向けて頑張っていきたいと思い
6.その他
ます。また、活力ある楽しいロータリークラブ
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【会長幹事交代式】

【審議事項】
１.クラブ協議会開催について
＊7月11日、18日に各委員会より今年度の
活動計画の発表

萬来直前会長より山本会長と門倉幹事に
バッジが渡されました。萬来直前会長には
記念品の万年筆が山本会長より渡されました。
一年間どうもお疲れさまでした。

２.八街ふれあい夏まつり 出店内容について
＊昨年同様ダーツの予定
（ポリオのアピールも必要）
8月1日の理事会で決定出来るよう進める

【100％出席者・表彰】

３.年会費の口座振替日について
＊7月11日（水）上期年会費引き落とし
４.めいろう夏まつりのポスター掲載について
＊後援としてポスター掲載を了承しました
５.慶弔のお供物について
＊その年度の会長幹事に一任
（花環もしくは生花）
６.夜間例会について
＊4回から5回に増やし会費は5,000円とする
７.その他

【幹事報告】

幹事 門倉 光正

2017～2018年度

◎インターアクト合同会議について
日時：平成30年7月5日（木）
15時30分～14時30分
場所：千葉市民会館
◎会員増強セミナーについて
日時：平成30年8月25日（土）
14時点鐘
場所：TKPガーデンシティ千葉４F
◎めいろう夏まつり
日時：平成30年8月1日（水）16時より
会場：社会福祉法人公明会
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年間

100％出席者

＊萬来

謙一

＊平野

雅敏

＊高橋

宏一

＊槍木

勝典

＊福田

守

＊生形

健一

＊鎌形

芳法

＊山本

和男

＊原

＊門倉

光正

＊増田

繁

＊笹川

＊白𡈽

健司

弘行
英一

２００超の税理士とともに毎年１０月に第一
衆議院議員会館に結集して県選出国会議員に
対して要望事項の陳情を行っております。
さる平成２９年度、３０年度の要望は、特
に事業承継税制につき行い、取引相場のない
株式の納税猶予、特定事業用宅地の評価の軽
減の実現に顕著な実績を残しております。
さらに、平成３１年度の要望事項につきま
しては消費税の単一税制の維持等、所得税の
年少扶養控除の復活、繰越欠損金の１００％
控除の維持等を上げております。
鈴木慶夫様のご紹介をいたします。
趣味はゴルフと入会カードに記載しました
鈴木様は八街市砂にお住まいで、昭和21年 が、スコアはさっぱりです。ワールドカップ
1月生まれです。税理士事務所を商工会議所 でサッカーの話題が多い昨今ですが、中学、
右へ出まして踏切手前右側で約10年前から鈴 高校とサッカーの部活をやっておりました。
木税理士事務所を経営しております。
高校では、東京オリンピックの年に関東大会
私の家の近くですので4・5年前から会社の に出場できましたが、１回戦での敗戦でした。
決算申告をお願いしておりますが、鈴木所長 この出場に当たっての練習に当時の全日本も
さんを初め事務所の皆さんも非常に親切・丁 練習場にしていた東大検見川グランドで練習
寧に事務処理をしていただいております。
できたことが今でも感激として残っておりま
数か月前ロータリークラブの入会をご案内 す。
また、オリンピックのサッカー第３位決定
いたしまして、その後福田会員増強委員長と
再度お伺いいたしました。その際、快くご了 戦を国立競技場にチーム全員で見学に行き、
解をいただきました。ご趣味はゴルフ、ご家 ３位となった西ドイツのフォーメーションが
族は奥様と3人のお子様です。会員の皆様よ 我々と同じ４・３・３・１だったのはびっく
ろしくお願いいたします。
りでした。その当時は５・３・２・１がほと
んどでしたが、数え方もフォワードからで現
在とは逆でした。
仕事関連のことと趣味等を中心に自己紹介
【新会員挨拶】
鈴木 慶夫会員 をさせていただきました。７月に入会させて
（鈴木慶夫税理士事務所） いただき来週とその次の週も外せない先約が
ありまして欠席となりますが、今後ともどう
かよろしくご指導の程お願い申し上げます。
【新会員紹介】

原 弘行会員

【退会の挨拶】

藤原 光元会員
（京葉銀行 五井支店長）

皆さん、こんにちは
6月27日の株主総会の後、頭取から辞令をも
らい市原市にあります五井支店への転勤とな
りました。八街支店赴任期間が1年であり、ま
だまだこの八街でやりたい事、やり残した事
が山ほどあり、もう少し残りたい気持ちで
いっぱいですが、異動せざるを得ません。
京葉銀行の前にあるけやきの森公園でお手
伝いさせていただいた夏祭りのダーツ、

千葉県税理士会成田支部に所属し、ＪＡち
ばみらい八街支所の貸事務所で税理士業務を
行っております。入会に当たっては原さん、
福田さんのお誘いを受けましたが、今でもこ
れから大丈夫かなと迷っております。
税理士業務のほかに、千葉県税理士政治連
盟に所属して、税制改正の陳情要望等の政治
活動にも従事しております。陳情には県内
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増田さんの手作りで、賞品の数が少なくなる
につれてダーツの的が広がったり、狭くなっ
たり楽しいお祭りでした。また秋の産業まつ
りでは皆で持ち寄った品物に意外なレア物が
多数あり、開店前に行列ができていたことや、
私を含めほとんどの男性の方が酔っ払って対
応していたので、会計を担当していた私とし
ては勘定が合うかどうか心配していたことを
思い出します。ふたつともこの地域に密着し
た行事でありいい思い出となりました。
ロータリークラブの皆様には、この八街の
地域性や魅力について丁寧かつ親切に教えて
いただきました。仕事の上でもとても参考に
なり助かりました。五井に赴任しても、この
八街ロータリークラブを通じて皆様からご指
導いただいたものを生かし頑張って行きます。
八街ロータリークラブの益々の発展と皆様
のご健康を心より祈念いたしまして退会の挨
拶とします。短い間でしたが、大変お世話に
なりました。ありがとうございました。

すごすことができました。心から感謝し、御
礼申し上げます。
今回入会させていただく、泉水宏之につき
ましては、私の後任として着任しました。年
齢は私の3才下です。彼もロータリーは初め
てであり、不慣れなことは多々あるとは思い
ますが、温かく見守って頂き、ご指導の程よ
ろしくお願いします。
そして、住まいが木更津と若干遠いのです
が、私以上にお酒と仲良しなので夜間例会で
の活躍も期待できると思います。
最後になりますが、八街ロータリーのます
ます発展と会員の皆様のご健康とご活躍を祈
念いたしまして、ご挨拶に代えさせていただ
きます。
2年間ほんとうにありがとうございました。

【新会員挨拶】
泉水 宏之会員
（千葉銀行 八街支店長）
【退会の挨拶と新会員の紹介】
白𡈽 健司元会員
（千葉銀行 我孫子支店長）
こんにちは。
ちょうど2年前当地に赴任し、歴史ある八街
ロータリーに入会にさせていただきました。
当ロータリーには祖父も長い間お世話になり
義理とはいえ孫にあたる私が入会させていた
だくこと、また、創立日が私が産まれた日の
３日前である1966年5月22日であることに不思
議な運命を感じました。
私自信は、ロータリー活動は初めてで多々
ご迷惑をかけた事と思いますが、皆様のご支
援のおかげで楽しく、思い出深い2年間を
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皆さん、こんにちは。
ただいまご紹介いただきました、千葉銀行八
街支店の泉水宏之（せんすい こうじ）でござ
います。歴史ある八街ロータリークラブの一
員となれましたことは誠に光栄でございます。
ロータリー活動を通じて、様々な方々との

ロータリークラブでの活動は初めてですので、
分からないことばかりです。皆さまの御指導御
鞭撻のほど宜しくお願い致します。

親睦を深めることで、人としての幅を広げて
成長していく良い機会にしていきたいと考え
ております。

トロント国際大会

トロント国際大会メトロトロントコンベンションセンターで (6/23)

トロント国際大会千葉ナイト

オンタリオ州ライムレイク湖畔のコテージを訪問 (6/26)

ウェスティンハーバーキャッスルホテル38階 (6/24)

広報・公共イメージ向上委員会 ・高橋 宏一 ・ 川崎 尭信
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