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バリー・ラシン
East Nassau RC（バハマ）

会長 山本 和男 ・ 会長エレクト 増田 繁 ・ 副会長 木村 利晴 ・ 幹事 増田 繁

第2532回 2018年12月5日例会報告

【出席報告】

例会

【ニコニコボックス】

SAA 小澤 孝延

出席計
算会員 出席 欠席
数

12/ 5
32
28
11/17
30
20
会員総数 32名

4
10

出席
率％

87.5
66.67

ＭＵ

修正
出席率％

1

70

（ 名誉会員 4名

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率82.08 %
11/17メークアップ1名泉水会員（理事会）

本日、結婚記念日の西村夫妻

◇結婚記念日
点

鐘

会長

斉

唱

君 が 代

ソ ン グ
お 客 様

◇奥様誕生日

山本 和男

・西村清会員 ・西村頼子会員
・竹村信彦会員
・幸 克己会員 ・伊藤嘉一会員
（11月）

◇産業まつり、お疲れ様でした

山本和男会長

四つのテスト
千葉黎明高等学校
田村 和弘先生
小久保 愛さん
（インターアクトクラブ）

【会長挨拶】

会長 山本 和男

こんにちは。本日は千葉黎明高等学校イン
ターアクトクラブの小久保愛さんと田村先生
にお越し頂きました。後ほど国外研修の報告
をお願いします。
先だっては、産業まつり、大変お疲れ様で
した。雲一つない穏やかな晴天に恵まれいつ
もより多くの人が出ていたように思えました。
当クラブのチャリティーバザーに於いても
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演題は「いつまでも夫婦仲良く昼も夜も元気で
幸せな生活をしていくには」だそうです。大変
楽しく聴ける講演ですので楽しみに大勢の参加
をお待ちしていますとのことでした。

【理事会報告】
たくさんの人が集まり大盛況でした。ものの
30分位でほとんどの商品がなくなってしまい
ました。昨今バザーの品が集まらなくなり心
配していたのですが社会奉仕委員会の骨折り
もあり売り上げもいつもより伸びたようです。
社会奉仕委員長に聞いたところいつもより高
く値札を付けたそうです。また始まる前に委
員長の値下げの指示があるまで下げないよう
にと注意があったのでそれもよかったように
思えます。利益を得るのが職業奉仕であり利
益を得ないのが社会奉仕と言いますが八街
ロータリークラブのチャリティーバザーはお
買い上げ頂く方に喜んで頂き尚且つ社会福祉
協議会に寄付をすると言う目的がありますの
で、できるだけ多くの売り上げが欲しいもの
です。当クラブは地域密着型の社会奉仕と
言うことで八街市の夏まつりと産業まつりに
は力を入れてやって来ましたが、この先継続
していくには難しくなってきているように思
えます。なぜなら昨今、引き出物等がなく
なってきているので各家庭に出品物がなく
なってきているのでバザーの品数が年々減少
しています。このままバザーと言う形で継続
していくのは厳しいように思えます。次年度
はテント代も取られるらしいので、今から何
か考えないといけないのではと思います。
また今年度財団委員会に於いてロータリー
の金看板でもあるポリオ撲滅の広報活動募金
等を夏まつり、産業まつりにPR出来たことは
大変よかったかと思います。今回の産業まつ
りに於いても募金箱に沢山の方が募金をして
下されたと言うことでした。今後も財団の一
年間の事業計画に入れて置いて頂けたらと思
います。
さて先週会長幹事会があったのですが来年
の2月20にIMが成田ビューホテルにて行われる
のですが、講演を聞いて頂くことになったと
のことです。講演者は姫野友美医師だそうで
す。姫野さんはテレビ東京の「主治医の見つ
かる診療所」と言う番組に出られている方で
ご存知の方も多いと思います。

幹事 増田 繁

≪報告事項≫
1.会計報告
2.第3回会長幹事会11/28
＊山本会長出席

3.八街市社会福祉大会 山本会長出席
＊標語・ポスター入賞者に八街ロータリー
クラブ会長賞を贈呈
＊八街ロータリークラブ金品寄付者表彰を
受ける
4.新春子ども会書初め展後援について
＊助成金20,000円
5.指名委員会11/14にて役員理事候補者内定
6.年次総会開催12/12
7.その他

≪審議事項≫
1.産業まつり・夏まつりの売上金寄付方法に
ついて
＊例年並みの寄付をし、余剰金は社会奉仕活動
の資金として積み立てる
2.夜間新年会例会1/16
・割烹やまもと18時点鐘
・会費について（1人5,000円）
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3.移動例会について ・1/23八街神社
＊都合により延期となりました。

【委員会報告】

4.IM 2/20について
・15時点鐘18時半頃まで（懇親会あり）
成田ビューホテル
・登録料は5,000円で全員登録
・交通手段について
＊登録料はクラブより支出し、次回出欠を取り
交通手段を決める

本日はクラブ細則第３条第１節３項により、
指名委員会で選考された理事及び役員の
候補者を発表致します。
役員候補者
会 長
会長エレクト
幹 事

増田 繁会員
木村利晴会員
笹川英一会員

副会長（管理運営委員長）笹川会員
会 計
泉水宏之会員
ＳＡＡ
小澤孝延会員
直前会長
山本和男会員

5.その他

【幹事報告】

指名委員長 増田 繁

幹事 増田 繁

◎成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝRC創立25周年記念式典の御礼

理事候補者
伊藤嘉一会員
（会員増強委員長）
林 政男会員
（職業奉仕委員長）
竹村信彦会員
（社会奉仕委員長）
荒木由光会員
（国際奉仕委員長）
小久保和子会員 （青少年奉仕委員長）
川崎尭信会員（親睦・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長）

◎八街商工会議所新春賀詞交歓会について
日時：平成31年1月11日（金）午前11時
場所：八街商工会議所3階大ホール
◎地域ぐるみ福祉推進標語・ポスター
助成金のお願い

以上１２名を理事及び役員候補者として
提案致します。
１２月第２例会において年次総会を開催
いたしますので、宜しくお願い致します。

◎八街市歳末たすけあい募金のお願い
◎赤十字活動資金へのお願い
◎八街市子ども会新春書初め展について
日時：平成31年1月27日（日）
会場：八街市中央公民館大ホール

【委員会報告】

R財団委員長 萬来 謙一

◎受贈週報等
・印西RC・八日市場RC

【委嘱状】

財団委員会からの報告です。
11月からの財団月間で特別寄付にご協力いた
だきまして、ありがとうございました。
323,200円ご協力いただきました。また、夏ま
つりと産業まつりにポリオ撲滅の募金活動を
いたしました。夏まつりに11,848円、産業ま
つりで15,307円、合計27,155円集まりました。
特別寄付と合わせて今月中にロータリー財団
に送金します。
ご協力ありがとうございました。

2018－19年度
第2790地区の米山記念奨学生選考の面接官と
して生形健一会員に委嘱状が渡されました。
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【委員会報告】
社会奉仕委員長 関 由美子

親しくなるのは簡単なことではありませんが、
気持ちを通わせるためには、コミュニケー
ションを取り合うことがとても大切なことだ
社会奉仕委員会から報告させていただきます。 と痛感しました。
先月11月25日に開催されました「八街市産業ま
２つ目に、言語の違いです。日本では日本
つり」には、会長・幹事さんをはじめ、会員の
語、イギリスでは英語、台湾では中国語と、
皆様方、事務局の松原さんにもご協力をいただ
私たち日本人と台湾人では言語に違いがあり
き、お陰様で盛大に終わることが出来ました。
ます。私には中国語の知識がほとんどなく、
本当にいろいろご協力を頂戴しありがとうござ
知っていたのは「谢谢(ありがとう)」や「你
いました。社会奉仕委員の方にも早朝より動い
好(こんにちは)」くらいでした。現地のイン
ていただきまして、お礼申し上げます。バザー
ターアクトに参加している人達が、中国語の
の売上金と現金で頂戴したのと合わせまして、
解らない私たちに簡単な英語で話しかけてく
前年より大幅にアップしました。この売上金は
れたおかけで、少しだけ意思疎通をすること
「ふれあい夏まつり」の売上金と合わせて社会
が出来ました。その一方で、解らない単語も
福祉協議会に例年通り寄付をいたしまして、残
多くあったため、身振り手振りや首を傾げた
り一部は来年度以降の社会奉仕事業の資金とし
りして応対しました。現地の人達がスムーズ
て積み立てることに、本日の理事会で決定しま
な英語で話しかけてくれていたのですが、私
した。
以上お礼と報告といたします。
の英語の知識が不十分だったため、満足のい
く会話ができずにとても悔しい思いをしまし
た。
【インターアクト国外研修 報告】
私は、この研修を通して英語や他の外国語
をもっと学ぶべきだと強く感じました。また
千葉黎明高等学校 小久保 愛さん
海外へ行く機会があれば、英語を十分に話せ
本日、このような機会をいただき、ありが
るようになってから行きたいと考えています。
とうございます。これから国外研修の報告を
このような貴重な経験ができたのも八街
させていただきます。今回のインターアクト
ロータリークラブのみなさんのおかげです。
国外研修で学んだことは、大きくわけて２つ
今回の国外研修の機会を与えていただき、本
あります。
当にありがとうございました。
1つ目は、人とコミュニケーションをとる大
切さです。私には同じ学校から参加した生徒
八街RC 1月例会スケジュール
がおらず、さらに人見知りなこともあって友
達ができるかとても不安でした。ですが、他
1月 2日(水）
休 会
の高校の生徒達が話しかけてくれたおかげで、
沢山の友達を作ることが出来ました。最初は、 1月 9日(水） 理事会・通常例会
おどおどと受け答えをしていた私ですが、時
1月16日(水）
夜間例会（やまもと）18時点鐘
間が経つにつれ、普段通りに話せるようにな
1月23日(水）
通常例会
り、笑いの耐えない会話をとても楽しく感じ
ることが出来ました。初めて会った人たちと
1月30日(水）
休 会

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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