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【出席報告】

例会

◇結婚記念日・萬来謙一会長・槍木勝典会員
・関 由美子会員

SAA 小澤 孝延
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修正
出席率％

◇令和となりました。クラブの益々の発展を
ご祈念致します。
山本 和男会長
◇長男が結婚しました。
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小久保 和子会員

86.21

（ 名誉会員 4名

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率 83.31%
4/17メークアップ2名・関会員、小澤会員（理事会）

点

鐘

会長

斉

唱

君 が 代

ソ ン グ

山本 和男

四つのテスト

【ニコニコボックス】
こんにちは。今日は令和元年になり初めての
例会です。新しい時代を迎えたということで、
令和フィーバーで大変盛り上がっています。元
号が代わってこれほどの経済効果があったのは
過去になかったことではないでしょうか。皆さ
んのところ ではこの 経済効果にあ やかれ たで
しょうか。また10連休という長い休みはいかが
お過ごしだったでしょうか。
◇本人誕生日・幸 克己会員・増田 繁幹事
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さて今月は富里クラブの35周年に会長、幹事
の二人が招待されております。八街クラブはス
ポンサークラブということでそれなりに創立時
のことを知らなくてはと思い、当クラブの
チャーターメンバーでもある小川会員に伺いお
聞きしました。多分八街クラブにもその時のこ
とを知る人は今では少なくなっているのではと
思いますのでお話させて頂きます。
1982～1983年度分区代理をしてた原英亮さん
今でいうガバナー補佐ですが、この頃新クラブ
設立という活動に熱心に取り組んでいたようで
す。この時富里の森田商店の森田実氏に声をか
け人を集めて頂き、翌年八街クラてブ会長丸山
房夫さん、当時丸山サイクルという社名でし
た。その時の幹事が大畑さんだったそうですか
ら、大畑さんも35年も経ちますが当時のこと良
く覚えているのではと思います。富里クラブに
おいてもチャーターメンバーが何人もいるらし
いですが矢部さんというかたは35年100%出席と
聞いております。素晴らしいことです。富里ク
ラブの創立時は東京沖縄千葉が同じ分区であり
この頃は100%の出席をするようにと大変厳しい
時だったそうです。小川さんもこの頃は若いほ
うで出席奨励委員長をされて、誰かが休むとメ
イキャップを一緒に行って出席率を上げていた
と苦労話をされていました。この頃の伝統を引
き継いでいるのか八街クラブは第１０グループ
の中でも出席率は飛び抜けて良いです。これか
らも80%以上の出席率をキープできていけたら素
晴らしいことかと思います。小川さん大畑さん
にも時間のある時に八街クラブの昔話など是非
聞かせて頂けたらと思います‼️

【理事会報告】

６．最終会長幹事会
６月１３日～１４日
ゴルフ＋宿泊 会長、幹事欠席
７．台湾台北芝山RC会長交代式
生形会員、荒木会員、小久保会員が参加
８．その他
≪審議事項≫
１．２０１９－２０副幹事指名について
＊竹村信彦会員に決定
２．６月クラブ協議会開催について
＊６月５日、１２日例会
クラブ協議会 各委員長発表

３．委員会引継ぎについて
＊６月２６日最終例会
各委員会引き継ぎ
４．富里ＲＣ３５周年祝儀について
＊祝儀 50,000円
５．その他

幹事 増田 繁

≪報告事項≫
１．会計報告
◎最終会長、幹事会について
２．2020-21年度ガバナー補佐候補推薦
福田守会員

◎受贈週報・成田RC

３．富里ＲＣ３５周年記念式典
５月１８日（土）会長、幹事出席

八街RC 6月 例会スケジュール

４．八街市戦没者追悼式
５月２７日（日）欠席
５．地区研修・協議会
４月２０日（土）9名出席
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6月 5日（水）

理事会・クラブ協議会

6月12日（水）

クラブ協議会・石川G補佐来訪

6月19日（水）

夜間例会（やまもと）18時点鐘

6月26日（水）

委員会引継ぎ

【2019－20年度
地区研修・協議会報告】
＜会長エレクト＞
増田 繁

受賞しようと叱咤激励され、これは気合を入れ
て頑張らなくてはと思います。続いてグループ
ディスカッションにはいり、第1部はクラブの
現状報告、具体的にクラブでどのような奉仕活
動をしているか、クラブ会員の中に奉仕組織と
のパイプを持っているところは活発な活動がみ
られるようです。
第2部はチャレンジ、ステップアップについ
て話しました。広報活動に力を入れてアピール、
イメージアップにもっと努力しようという意見
などがでました。最後の質疑応答の時間に女性
会員の発言の中に、女性会員としてくくられる
のではなく一人の人間として対応していただき
たいと感想をのべていました。

午前中の全体会議の後、午後は『会長部会』
に参加しました。
次期ガバナー諸岡靖彦氏、同ガバナーエレク
ト漆原摂子氏、研修リーダー関口徳雄氏他を中
心に、地区スローガン「ロータリーから千葉を ＜青少年奉仕委員会＞
小久保 和子
元気に」のテーマを如何に活動していくか？を、
全14グループ各2名がクラブ運営方針(現況)・
抱負を発表しました。時折関口リーダーほかに
アドバイスをいただき進められました。
最も大きく取り上げられた話題は、特に停滞
した社会情勢の中で、女性会員・若手経営者を
如何に入会させるかでした。それには現在のク
ラブの活動・・（充実した例会、社会奉仕、親
睦、公共イメージの向上）・・の更なる活性化
を目指すことで一致しました。
青少年プログラム統括委員会部会に出席して
最後に来年8月には東京オリンピック・パラ まいりました。インターアクトから始まりロー
リンピックの開催があり、海外からも千葉県に ターアクト、青少年交換、RYLAの順で各委員長
多数の来訪者が予想されます。この機会に千葉 が発表されました。
県第2790地区のロータリーの奉仕活動を、地域
協議会の内容はどんどん学生会員が少なく
社会に発信しようという事で、時間一杯まで内 なっていくなかでどうやって盛り上げていくか
容の濃い部会でした。
を中心に話し合われました。地区委員自己紹介
もあり全員参加の部会となりました。

＜幹事部会＞

笹川 英一

＜R財団委員会＞

2019‐2020年度幹事部会報告します。まずク
ラブ運営はクラブ幹事が率先して行い、会長の
指示待ちではいけない。MYロータリーに登録し
てクラブの目標を明確にし達成してRI会長賞を

山本 和男

財団委員会といえばまずは150ドルプラス30
ドルの寄付ということになります。地区研修会
当日受付でロータリー財団ハンドブックと財団
への一人当たりの寄付の順位表を頂きました。
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今日はこの順位についての発表をしたいと思いま
す。この順位についてはマイロータリーに掲載さ
れているらしいのですが財団について興味を持た
れてないのではないかと思います。まず1番がガ
バナー輩出クラブでもあります佐倉中央542ドル、
2番が柏444ドル、3番が習志野中央295ドルとなっ
ております。
八街は第10グループの中でも2番目ということ
で財団には大変貢献しているのではと思います。
地区の要望には届きませんがクラブの目標には
103%ということで目標は達成できているので良
かったのではないかと思います。私も財団委員長
は3度目になりますが、今回の地区役員は比較的
穏やかな方々で、ガバナーが肩身の狭い思いをし
ないように次年度も寄付ゼロクラブのないように
寄付は第2の奉仕ですからということを申してお
りました。前の研修会では普段の生活はそこそこ
にしてでも寄付はすべき義務があるなどと過激な
発言をしたりする地区委員がいましたが、寄付で
すから皆さんに理解して頂き気持ちよく寄付を頂
きたいものです。次年度11月が財団月間ですので
皆さん宜しくお願い致します。

＜会員増強・維持拡大委員会＞
伊藤 嘉一

2019年～20年度 地区研修・協議会が4月20
日ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ幕張ﾎｰﾙで開催されま
した。午前10時諸岡靖彦ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄの点鐘で
始まり、午前中の本会議では諸岡ｴﾚｸﾄの次年
度の運営方針が発表されました。特に会員増
強維持拡大については、今後女性・若手職業
人に基盤を広げることがクラブの多様性確保
に急務であると述べられました。
そのあと各クラブ・会員の表彰がおこなわ
れ、次年度の案内と言う事で成田クラブの地
区大会の案内が横断幕・のぼり旗を掲げての
＜米山記念奨学会＞ 生形 健一
アピールがあり、開催地は利便性を考えこの
幕張での開催を予定するとの事です。また次
回からは地区協議会のホストクラブを輪番制
で行ってきましたが、次年度よりｶﾞﾊﾞﾅｰ輩出
クラブが行う事に変更されました。
昼食後各部会に分かれて協議会が行われ、
終了部会ごとの解散となりました。
管理運営統括部会は広報・公共イメージ向
上委員会高橋会員、親睦・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ川崎会員、
会員増強委員会伊藤の3名が同席をいたしまし
2019-20年度、米山記念奨学委員会では新規 が、特に増強については女性会員の増強話題
学生20名継続学生6名計26名の奨学生を引き受 が多く出、柏東ロータリーは8名、野田ロータ
けます。
リーは6名と女性会員の多いところと、女性会
米山記念奨学部会では、まず公益財団法人R 員が皆無のクラブもまだ多くあるようです。
米山記念奨学会評議員の得居PGがご挨拶をさ
当クラブでは既に3名の女性会員が在籍して
れ、その後米山梅吉のDVDを鑑賞し、地区委員 おりますが、更に増強を心がけて参ります。
長の鈴木荘一さんが次年度の活動方針を説明 会員が入会しやすい方策が次々と新しくでて
しました。
まいりました。入会金免除、例会の短縮、衛
そして、前米山学友会会長のシュレスタ・ 生クラブ、SNSを活用したEクラブの採用等、
ラジブさんの米山学友会について卓話があり、 多様性が提唱されています。
米山研修事業について、10月米山月間を中心
ロ ー タ リ ー の 本質を 振 り 返 っ て 議論 する
に行われる米山奨学生の卓話について、米山 方々も多いようですが如何なものでしょう。
奨学事業への寄付の状況とお願い、米山奨学 永遠のテーマとしての会員増強については、
生選考についての説明があり、その後質疑応 特効薬はありません。会員一人一人の普段か
答、4名のクラブ米山委員長の意見を聞き、公 らの勧誘意識の結果であると思います。次年
益財団法人R米山記念奨学会理事のPG増田豁様、 度もご協力をお願い致します。
学会広報委員長のPG宇佐見透様の講評を頂い
て地区研修は終了しました。
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＜広報・公共ｲﾒｰｼﾞ向上委員会＞
高橋 宏一

＜奉仕プロジェクト統括委員会・
社会奉仕＞ 竹村 信彦

午前中の全体会議の報告は省かせていただ
奉仕プロジェクト統括委員会には、社会奉仕
きまして、午後の部会協議会のみの報告をさせ 委員会、職業奉仕委員会、国際奉仕委員会、青
ていただきます。
少年奉仕委員会が参加していました。奉仕活動
私たちの部会は管理運営統括部会として、 がロータリークラブの目的であるとの認識を新
管理運営統括委員会、会員増強・維持拡大委員 たに、社会奉仕プログラムに関しての報告をし
会、フェローシップ・親睦委員会、広報・公共 ます。他クラブにおける社会奉仕プロジェクト
イメージ向上委員会の４委員会が合同で開催さ では、植樹活動や職業奉仕と連係して小中学校
れました。地区４委員会の委員長、委員のほか、 での職業教育活動などの活動が印象に残りまし
石井亮太郎様（95-96PG）、杉木禧夫様（04- た。一方、活動は寄付のみであったり特定の活
05PG）のお二人のパストガバナーが参加されま 動はないというクラブもあるようでした。奉仕
した。
プロジェクトではその年限りでない地域のニー
私の担当の公報・公共イメージ向上委員会 ズを捉えた継続的なプロジェクトを行ってもら
は、初めにパワーポイント（PP）で地区の方針 いたいということで、八街クラブとしてできる
が示されました。地区委員会として、各クラブ 新規のプロジェクトを考えたいと思いますが、
の元気を効率的に外部へ発信するお手伝いと、 職業奉仕との共同で小中学校での職業教育など
イベント等の企画情報提供を支援する方針が示 は如何でしょうか。今後皆さまのお知恵をお借
されました。
りしたいと思います。
具体的にはPPを使ってホームページ開設立
上げと更新の支援、SNS活用の提案、各クラブ
会員のMy Rotary登録のお勧めと支援について ＜管理運営統括部会・
説明がありました。八街RCとしては、ホーム
親睦プログラム＞ 川崎 尭信
ページについては立ち上げてありますし、SNS
としてfacebookも立上げてあります。地区委員
次年度、親睦・プログラム委員会の委員長
会からの二つの提案はすでにクリアしておりま を仰せつかりました川崎です。
すし、地区の提案の説明は、八街RCがむしろ先
地区研修会では「管理運営統括部会」へ参
行しているように感じました。問題は会員のMy 加してまいりました。パストガバナーからの
Rotaryへの登録です。地区内83クラブの内2ク 挨拶の後、会員増強・維持拡大委員会委員長
ラブが会員全員のMy Rotaryの登録を済ませて 諸岡正德氏、広報・公共イメージ向上委員会
いるそうです。そのうちの一つのクラブは、会 委員長大塚義仁氏、フェローシップ・親睦活
員数が10名という少人数のクラブです。私はMy 動委員会委員長森島弘道氏の報告を受け質疑
Rotaryへの全員登録はあまり必要性を感じませ 応答となりました。実際どこのクラブに於い
んが、会長、幹事、地区委員そして興味のある ても会員増強が大きなテーマでそれに向け苦
方は是非登録をお勧めします。
労している様子が伺い知れました。報告の中
私たちの部門は、主として会員増強にほと で「会員増強の方法並びに成功事例」や「会
んどの時間を割かれてしまい、親睦、広報・公 員維持の為の工夫」と言ったことが話されま
共イメージ向上委員会には、質問時間は全く与 したが、親睦・プログラム委員会としまして
えられませんでした。最後にお二人のパストガ はそれらの事例を参考に充実した例会を目指
バナーからの講評をいただきました。
し運営して参りたいと存じます。
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親睦家族旅行
第2549回 2019年5月11日例会報告

【出席報告】
出席計
算会員 出席 欠席
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・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率 83.6%

会長

山本 和男

行 き 先

神奈川県 大山阿夫利神社

昼

東学坊

食
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山本会長挨拶
奥様6名ご挨拶

ニューフェイス・泉水夫人
到着時間当てクイズ
１等 高橋会員
２等 木村夫人
３等 西村会員

チャーターメンバー
小川会員の乾杯

竹村親睦委員長、お疲れ様でした
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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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