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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2533回 2018年12月12日例会報告

【出席報告】

【会長挨拶】

出席計
算会員 出席 欠席
数

例会

12/12
32
27
11/25
32
29
会員総数 32名
（ 名誉会員 4名

点

鐘

ソ ン グ

5
3

出席
率％

ＭＵ

修正
出席率％

0

90.63

84.38
90.63

会長 山本 和男
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通算出席率81.24%

会長

こんにちは。今年は大変暖かい日が続いてい
たのですがやっと冬らしい気温になってきま
した。本来人参白菜など高く売れるだろうと
期待していたのですが、暖かい陽気で育ち過
ぎ、安くなってしまいました。私のところで
も 海 水 温 が 高い と いう こ と で 海苔 が 取 れず
困っています。冬は冬らしい陽気になって欲
しいものです。
さて先だって地区の国際奉仕委員会からア
ンケートの集計報告のメールが来てましたの
で報告したいと思います。地区83クラブの中、
49クラブの回答だそうですが、姉妹クラブ、
友好クラブを結んでいるクラブは24クラブあ
るそうです。八街クラブも台湾の芝山クラブ
と友好クラブを結んでおりますが地区でも台
湾との交流しているクラブが13クラブ、韓国
が8クラブ、フィリピンが4クラブの順になっ
ています。やはり台湾は親日国でもあり、近
いと言うことでしょうか。このなかでの活動
内容ですが姉妹クラブ友好クラブと交流して

山本 和男

奉仕の理想

演台リニューアル
山本会長より老
朽化した演台のペ
ンキ塗り直しを施
して頂きました。
点鐘の鐘の磨きと
マイクの台は以前、
笹川会員にお願い
しました。
ありがとうござ
いました。

1

いるクラブが18クラブで、「お互いの例会に
【年次総会】
会長エレクト 増田 繁
参加」と言うのが多く、次に具体的な奉仕活
八街ロータリークラブ細則第５条第１節で、
動をしていると言うクラブが15クラブ程あり
年次総会は毎年１２月第一例会に開催し、年次総
ましたが、その内容ですが台湾への寄付活動、
姉妹クラブとの短期師弟交流、奨学生の受け 会において次年度の役員及び理事の選出 をする
入れなどとなっているようです。このなかで と規定されております。クラブ細則第５条第３節
活動は順調かと質問がありましたが、順調と で、「年次総会の定数は会員総数の３分の１とす
答えたのは55パーセントでした。多少問題を る。とあり 会員総数３２名ですから、定足数は
抱えているが12パーセント程あり、わからな １１名以上ということになります。本日出席者数
いが10パーセント、無回答が23パーセントで は２７名ですので、本総会は成立することを確認
した。これを見た限り順調と答えたところ以 いたします。 前回の例会におきまして、指名委
外はうまくいってないのではないかと感じら 員会から 役員および理事を発表させて頂きまし
れます。八街クラブに於いても昨年台湾の芝 た。 本日は、本総会でこれら候補者を指名し出
山クラブから会長交代式の案内が来ていたの 席 会員の過半数の賛成を以って、次年度の役員
ですが、急に都合が悪い方々が出て参加でき 及び理事としてご承認を求めたいと思います。
なかったのですが、来年5月には会長交代式
の案内が来ると思いますので、新しく入られ 役員候補者
た会員にはぜひ一度は行かれては良いかと思 会 長 増田 繁会員
会長エレクト 木村利晴会員
います。
話は変わりますが、次年度ガバナー公式訪 幹 事 笹川英一会員
問の案内が来ています。日にちは11月20日で
富里RCと合同でとのことでした。要望があれ 以上３名は既に就任が確定しております。
ば1月18日までにとありましたが、合同でや
るか単独でやるかは皆さんのご意見を聞かせ 副会長（管理運営委員長） 笹川英一会員
会 計 泉水宏之会員
て下さい。
ＳＡＡ 小澤孝延会員
直前会長 山本和男会員
地区での台湾との交流クラブ
船橋西 市川 市川東 新千葉 千葉西
理事候補者
千葉中央 千葉幕張 館山 柏西 松戸
伊藤嘉一会員 （会員増強委員長）
野田東富里 八街
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）
【幹事報告】
幹事 増田 繁
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・プログラム委員長）
以上１２名を役員及び理事候補者として細則第３
条第１節第３項により提案いたします。

◎会長幹事会のご案内
日時：2019年1月24日（木）
会場：印西市「花季」（はなごよみ）

これらの候補者について、一括してご承認を求
めます。賛成の方は挙手をお願いします。
（出席会員全員が挙手）
全員一致で賛成の挙手を頂きました。よって
出席会員の過半数を超えておりますので、以上
の方々に次年度の役員理事への就任をお願いい
たします。
以上で年次総会を閉会といたします。

◎新春子ども会書初め展表彰式について
日時：2019年1月27日（日）
会場：八街市中央公民館 大会議室
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【会員卓話】

笹川 英一会員

クリスマス例会

（11月14日例会分）

IN 有野実苑
第2534回 2018年12月19日例会報告

【出席報告】

例会
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いてお話します。2006年に始まり今年で13回
会員総数 32名
になりました。僕が出会ったのは2011年で八
（ 名誉会員 4名 ・ 出席免除会員 5名 ）
街市の二州小学校がエイドステイションに
通算出席率81.57%
なっていた所を偶然通りかかり沿道でしばら
く眺めていました。本格的なロードバイクか
らママチャリで参加の大学生グループ、それ
点
鐘 会長 山本 和男
を大声で応援サポートする人達がやけに楽し
そうに見えて、いつか参加しようと思い還暦
ソ ン グ
それでこそロータリー
を迎えた2015年から今年で4回出場しています。
大会はスピード順位を競うものでなく交通規
則を守り完走を目指すので無理せず景色や匂
いを楽しみながら10人～15人くらいの集団で 【会長挨拶】
会長 山本 和男
走ります。家族、カップル、夫婦、中には親
子三代で参加の方もいます。昨年あたりから
脚力の衰えを感じ始めたていたのですが、今
年は６０キロを過ぎて最後の休憩地点に到着
したとたんに両足の痙攣に見舞われて、即効
性のあるという漢方薬を飲んで１５分ほど自
己マッサージしてスタートしましたが、直ぐ
に再発、同行していたグループには先に行っ
てもらいリタイア覚悟で指導員に相談したら、
「こんな所にいてもなかなか回収のバスは来
こんばんは。今年も残りわずかとなりまし
ないよ、走ったほうがいいよ。」と言われ、
た。 クラブの例会も本日のクリスマス例会を
ちょっと闘志に火がついて頑張りましたが、
もって終わりとなります。今日は皆さん楽し
残り５キロの上り坂でとうとう自転車を押し
んで行かれて下さい。もう飲み物が出ていて
て歩きました。その時は大勢の歩き仲間もい
早く始めたいと思いますので、これで挨拶を
て、登り切ってから平坦なコースを何とか完
終わりとします。
走する事が出来ました。次回はより一層ト
レーニングを積んで余裕でゴールしたいと
【幹事報告】
幹事 増田 繁
思っています。
◎成人式の開催について
日時：2019年1月13日（日）9時30分から
会場：八街市中央公民館 大会議室
◎補助金管理セミナー開催のご案内
日時：2019年2月2日（土）13時点鐘
会場：三井ガーデンホテル千葉
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小川会員による乾杯の挨拶

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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