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【出席報告】

例会

【会長挨拶】

SAA 小澤 孝延
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・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率 84.8%
6/27メークアップ3名・生形会員（米山）
増田会員、白𡈽会員（理事会）

会長 山本 和男

（ 内名誉会員 4名

点

鐘

ソ ン グ

会長

皆さまこんにちは
今年も梅雨前線の停滞により西日本各地に大
きな被害がでました。平成30年7月豪雨と名づ
けられ、気象庁がマスコミ等で『大雨特別警報
で数十年に一度の記録的大雨が降ります。命に
かかわる重大な危険が差し迫っております。命
を守る行動をとって下さい』と言っておりまし
たが、今まで何もなかった地域の方に於いて
は 、まさか自分の所が危険だと感じている方
は少ないのではないかと思われます。又過去に
危険な思いを経験していないので、あまり危機
感がないのが現実ではないかと思います。しか
し今回の西日本を襲った記録的豪雨は、広い範
囲で大きな被害をもたらしました。 政府も熊
本地震以来の大きな災害だということで、対策
を考えている様ですが自然災害の脅威に恐ろし
さを感じる所であります。この地域八街に於い
ては、春先にやちぼこりとテレビ放映があり悪
いイメージがありましたが、土砂災害や川の氾
濫等は考えにくい地形ですので、ホコリも一時
だし我慢しなければと思います。しかし災害は

山本 和男

それでこそロータリー

【ニコニコボックス】
◇娘が結婚しました。

生形 健一会員

◇ちばクラフト青空ビアガーデン第１回目が
無事終わりました。全８回です。引き続き
お願いします。
小澤 孝延会員
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何時なんどきくるかわかりません。最近では千 【感謝状】
事務局 松原 恵子
葉県東方沖で大きな地震が起きております。常
日頃より、災害時どうしたら命を守れるか考え
ておくべきかと思います。
私の所も数年前に大雨で住まいが70センチ程
浸水し、大雨情報が常に気になります。今回は
大変大きな被害が出ておりますので、ロータ
リーでの災害義援金の要請が地区からありまし
たらその節はご協力をお願い致します。
さて昨日、会長幹事会がありましたので決定
事項を報告致します。次年度ガバナー補佐は富
里RCの寒郡さんに決定し次々年度は印西クラブ
にお願いするそうです。
八街ロータリークラブの事務局になり、今年
第42回RYLA実行委員の推薦のお願いがあり、 3月で10年が経ちました。例会10年間無欠勤と
第10グループより2人ということで 富里RCと成 してサプライズで感謝状と記念品をいただきま
田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝRCより各1名ずつ候補をお願いしま
した。会員皆さまの温かいお心遣いに感謝し、
した。
これからも少しでも皆さまのお役に立てるよう
それから石川ガバナー補佐が7月18日に就任
努めたいと思います。
の挨拶で来訪されるそうです。
本当にありがとうございました。
情報研修会が10月17日に行われます。14時か
ら16時半迄懇親会は行いません。
成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝRC25周年式典が11月17日に行わ 【新会員挨拶】
れます。講演者は桜井よし子さんで 記念ゴル
京葉銀行支店長 幸 克己
フ大会を10月10日 久能カントリーで、野球大
会を10月25日に予定しているそうです。
以上で会長挨拶と会長幹事会の報告を終わり
ます。

【幹事報告】

幹事 門倉 光正

皆さんこんにちは。
ただ今ご紹介に預かりました京葉銀行の幸克
己(ゆきかつみ)でございます。6月27日付の人
事異動で、船橋駅前支店から八街支店に転勤と
なりました。本日より、八街ロータリークラブ
の会員として、お世話になりますので、よろし
くお願い致します。
私は今年の5月末で定年退職をしました。現
在は嘱託として支店長を務めております。支店
長としては、八街支店で10ケ店目になります。
退職後の支店長登用は、当行では初めての試み
です。一日も早く八街を好きになり、会員の皆
様にも好かれるように努力してまいりますので、
ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

◎11月の産業まつりの開催日が選挙のため
変更になりました。
11月18日(日）→ 11月25日(日)
◎「総武本線快速電車増発及び複線化を図る
市民会議」より、要望事項提案の依頼
（今年度より書面にて決議）
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【委嘱状伝達】

生形 健一会員

【クラブ協議会】

生形 健一会員が2018－19年度、
＜会
地区米山記念奨学会委員として
山本会長より委嘱状が伝達されました。

【委員会報告】

計＞

司会 管理運営委員長
増田 繁

委員長 泉水 宏之

青少年奉仕委員長
笹川 英一

会計の役割は、クラブ会員様からお預かり
する全てのお金の受け入れ、支出を厳正かつ
公平に行うことにあると考えます。
本年も決められた予算の中で円滑なクラブ
運営を目指し、役員理事、各クラブ委員会、
事務局と連絡を密にし、十分な管理を行って
まいります。
会員の皆様のご協力、ご指導の程、宜しく
お願い致します。

７月5日に千葉市民会館にてインターアクト
合同会議が開催されました。八街RCからは私と
小久保委員二人で参加してきました。
18－19年度役員の紹介と行事予定の発表が
あり近々の行事としまして、8月25日に第52回
年次大会が館山市の安房拓心高等学校ホスト校
小澤 孝延
として、館山RC、千倉RC、鴨川RCの協力で開催 ＜S A A＞
されます。興味のある方は是非ご一緒していた
だきたいと思います。ふるっての参加お待ちし 会場監督 (Sergeant at Arms) (ＳＡＡ) / エ
ています。
ス・エー・エー (Ｓ.Ａ.Ａ.)
「例会をはじめすべての会議(国際大会・国
際協議会・地区大会・地区協議会など)が、楽
しく、秩序正しく運営されるよう、つねに心
を配り、気品と風紀を守り、会合がその使命
を発揮できるように設営、監督する責任を有
する人。 」とあります。
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皆さまのご協力の下、参加して良かったと
思っていただける例会づくりに取り組んでまい
ります。こんな企画が良い、こんなところに行
きたいなど皆さまからのご意見やご提案もいた
だきたく存じます。特に会員卓話の提案と外部
卓話者の紹介についてお願いしたく、皆さまの
お力をお貸しいただきたくお願い申し上げます。
まだ不慣れではございますが、一年間大らか
な気持ちで見守っていただけるよう、よろしく
お願い申し上げます。

身に余る重責ではありますが、会長や幹
事、各委員会と連携を図りながら、例会の
役割・使命を果たせるよう誠心誠意取組ん
でまいりたいと思いますので、皆様方から
のご指導、ご協力をお願いいたします。

＜会員増強＞

委員長 伊藤 嘉一

＜親睦・プログラム＞
委員長 竹村 信彦

今年度親睦・プログラム委員長をお引受け
いたしました竹村です。あらためて仕事の内
容をお聞きすると、毎回の例会の企画運営な
ど、未だ会歴が浅いのに大変重要な仕事を引
受けてしまったことに緊張しております。
今年度は8月、12月、4月、6月に加えもう1
回、全５回の夜間親睦例会、５月の親睦旅行
を会員の皆さまに楽しんでいただき、会員相
互の親睦が深まるよう企画してまいります。
年間を通して多くの会員から卓話をいただ
くと共に会員職場訪問を含めた移動例会も企
画したいと思っております。新会員も入会す
る中で、会員相互の交流と職業理解を深めた
いと思います。また月間テーマや時事に沿っ
た内容で会外の方にも卓話をお願いし、知識
と教養の向上を図りたいと思います。
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本年度会員増強を仰せつかりました。昨年
は福田委員長の年度、原会員の長年の勧誘で
鈴木会員が今年度から入会をされました。本
年は一昨年に於いて会員増強に大変寄与され
ました大野会員と、藤原前京葉銀行支店長の
後任として入会されました幸(ゆき)克己(かつ
み)会員共々増強委員として活動することにな
りました。よろしくお願いいたします。
どこの諸団体も会員の増強で御苦労をして
おります。景気が低迷した時代のイメージは
まだ、ぬぐいきれないところであります。一
昨年は５名の会員に入会をして頂きましたこ
とは当クラブにとって、しばらく振りの素晴
らしいことであり、弾みをつけて更なる増強
をと思いますが、期待通りにはなりません。
どちらかと言うと、広報が下手なロータリー
ではありますが、それはさておき増強につき
ましては過去より種々の方法を試みておりま
す。過去の増強手法を参考に頑張りたいと思
います。また増強も大切ですが委員会の目標
である退会の防止にも心を配りたいと思いま
す。

会員資格の縛りもかなり変更されました。会
員全員が増強委員になったつもりで、自信を
もって知り合いの候補者の輪を広げて頂きた
いと思います。一応目標１０％増強を目指し
て頑張ります。

広報に役立つ資料をガバナー事務所にお願い
してあります。最後に会員の皆様には例会で
の卓話、委員会報告等を行った場合は原稿の
提出にご協力をお願いします。

＜広報・公共ｲﾒｰｼﾞ向上＞
委員長 高橋 宏一

①
②
③
④

＜職業奉仕＞

広報・公共イメージ向上委員会は、私と
川崎会員そして新会員の鈴木会員で務める
ことになりました。
当委員会の目的は
地区内外のクラブや会員へ情報の伝達。
一般市民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。
ロータリーのイメージブランドを作り上
げていくこと。
公共イメージと認知度の向上を図る。

以上の4項目に沿った活動を常に心がけて活
動していく所存です。
まず毎週の例会の報告として週報の作成で
す。作成は事務局の松原さんに委ねておりま
すが、例会での委員会報告や卓話の原稿の収
集と写真撮影を行います。そして事務局で作
成した週報を毎週校正を行っています。週報
は八街RCのHPにアップロードしますので、翌
週にはクラブのホームページで見られます。
またクラブのFacebookで例会の様子を公開し
ております。最近はFacebookの「いいね」の
数が徐々に増えてまいりました。広報にはか
なり役立っているものと思われます。
Facebookは第10グループでは、印西クラブ、
富里クラブ、そして八街の3クラブが立ち上げ
ております。
本年は「八街ふれあい夏まつり」や「八街
市産業まつり」においても、ロータリーの活
動を一般市民に広く知ってもらうために 、
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委員長 荒木 由光

委員長を2年連続してお受けしております、
荒木です。職業奉仕委員会は委員会の中でも
大変重要なので責任お感じている次第です
が！そもそも会員の皆様は各業種からの会員
さんなのであることを自覚してより良い製品
を作り、お客様に喜んでくれることを 第一に
考えるとすればそれがロータリアンとしての
役割がそこにあると思います。私ごとですが
最後の儀式による人お送りします仕事をして
いるわけですが、特にロータリークラブの方
のお仕事の場合には、故人様の生前の御功績
や活動実績等を会葬者に御理解頂けるように
との配慮が一番大切だと社員にも常に言い含
めております。私にはこれが職業を通じての
社会的奉仕活動だと信じております。一年間
皆さんからのアドバイスをいただき勤めてい
きたいと思っておりますのでよろしくお願い
します。

＜国際奉仕＞
委員長

大畑 喜信

本年度、数年続いてきた米山奨学生の世話
クラブは、一時休止となります。
友好クラブ・芝山RC（台湾）との交流計画は、
何か些細な事からでも先方クラブとすり合わ
せをできればと考えています。
国際奉仕は、どうしても活動基盤を海外に目
を向けるようになります。当クラブに適した

八街RC 8月 例会スケジュール

プロジェクトを探し出すこと、情報を得るこ
とを検討します。
身近なところで、今、八街市に、2116人
（30.4,30）の外国人が住民登録しています。
皆様方の周囲に知人がおりますか？
彼らが、市民生活の中で、不自由さを感じた
場合、何等かの手段を取れる情報は互いに共
有していると思いますが、何か気付かされる
事があろうかと思います。

8月 1日（水）

理事会・通常例会

8月 8日（水）

夜間例会18時点鐘（やまもと）

8月 15日（水）

休 会 （お盆）

8月 18日（土）

ふれあい夏まつり

8月22日（水）

休 会 （振替）

8月29日（水）

休 会 （5週目）

トロント国際大会・その２

トロント国際大会開会式 参加各国・地域の紹介 日の丸の入場 Ａir Canada Ｃｅｎｔｅｒ (6/24)

広報・公共イメージ向上委員会 ・高橋 宏一 ・ 川崎 尭信・鈴木 慶夫
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