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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2552回 2019年6月12日例会報告

【出席報告】

例会

◇黎明高校ゴルフ部、
関東大会男子団体初優勝‼

SAA 小澤 孝延

出席計
算会員 出席 欠席
数

6/12
29
21
5/22
29
24
会員総数 30名

8
5

出席
率％

72.41
82.76

ＭＵ

◇お世話になりました
成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝRC 横山 英樹様

修正
出席率％

【会長挨拶】
2

西村 清会員

会長代理

笹川 英一

89.66

（ 名誉会員 4名

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率 83.72%
5/22メークアップ2名・笹川会員、泉水会員（理事会）

点

鐘

会長代理 笹川 英一

ソ ン グ

我等の生業

お 客 様

第10グループガバナー補佐
石川 邦紘様（成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝRC）
第10グループガバナー補佐幹事
横山 英樹様（成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝRC）

【ニコニコボックス】
◇本人誕生日・林

政男会員

◇結婚記念日・泉水 宏之会員
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皆さんこんにちは。ここの所の梅雨寒模様で
山本会長が風邪でダウンして本日はお休みです。
私もつい先ほど知らされ前方の会長席に座るよ
うに促され、なおかつ代理で挨拶まで仰せつか
りまして昼食の味もわからないまま今マイクの
前に立っています。まあ普段よりは少しまと
もな服装で来ていてよかったかなと思っていま
す。
本日は成田コスモポリタンRCよりガバナー
補佐の石川邦紘様、同じく補佐幹事の横山英樹
様がお見えになっておりますので、後ほど石川
ガバナー補佐よりご挨拶いただきたいと思いま
す。お二方には一年間お忙しいなか大変お世話
になりました。ありがとうございます。
7月からは親クラブの成田RCから諸岡ガバ
ナー年度になります。我が第10グループ

全体で盛り上げていきたいと思います。皆さん 【クラブ協議会】
ご協力よろしくお願いします。
以上代理挨拶といたします。大変貴重な経験
をさせて頂きました。ありがとうございました。＜会
計＞

司会 増田 繁幹事

委員長
【幹事報告】

泉水 宏之

増田 繁幹事

会計より、御報告を申し上げます。
会員皆様のご協力のもと、本年度も、収入、
支出とも概ね予算通りの収支となっており、
約110万ほどの繰越金を見込んでおります。引
き続き資金の厳正かつ公正な取り扱いを徹底
してまいります。
来月には、最終的な収支報告書をお配り致
します！

◎インターアクト合同会議のご案内
日時：2019年7月4日（木）15時30分より
場所：千葉市民会館
◎米山梅吉記念館創立50周年記念式典
日時：2019年9月14日（土）14時開式
会場：東レ総合研修センター（三島市）
登録料：10,000円
八街RC 7月例会スケジュール
7月 3日（水）

理事会・通常例会

7月10日（水）

クラブ協議会

7月17日（水）

クラブ協議会

7月24日（水）

休 会

7月31日（水）

休 会

【ご 挨 拶】 第10グループ
ガバナー補佐 石川 邦紘様

石川ガバナー補佐より一年間のご挨拶を
頂戴しました。
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＜社会奉仕委員会＞
委員長 関

ことが少々心残りではありますが、これから
も提唱クラブとして応援していきたいと思い
ます。
次年度委員長の小久保さんには、台湾での
海外研修の引率をお願いして大変ご苦労した
そうですが、その活躍は地区役員の方々も称
賛しておりまして、先の地区研修協議会では
居残り研修するほど真剣に取り組んでおりま
すので、安心してお任せできると思います。
皆さんのご協力でなんとか2年間務めさせて
いただきました。ありがとうございました。

由美子

社会奉仕委員会の年間の主な行事は、8月18
日に「けやきの森」で行われた「八街ふれあい夏ま
つり」と11月に八街中学校で行われた「八街市産
業まつり」と共に地域社会へ継続的プロジェクトに
参加することでした。
「八街ふれあい夏まつり」はダーツをやり、大変
盛況で、子どもたちも大勢集まりましたが、思って
いたより早く景品がなくなったことが反省点でした。
次年度は社会奉仕委員の方に、この件が一番の
申し送りになりそうです。
「産業まつり」に関しては、チャリティバザーは会
員の皆様からのご提供いただく品物も少なくなり、
今まで通りに続けていくことは困難になって来たよ
うに思われますので、この件もまた次年度の竹村
委員長と委員の方にお知恵を絞っていただきたく
思います。
一年間至らぬ委員長でありましたが、会長・幹事
はじめ会員の方々にご協力していただき、社会奉
仕委員の福田会員、木村会員、林会員に助けら
れ、何とか終わることが出来ましたことに感謝申し
上げます。本当にありがとうございました。

＜青少年委員会＞
委員長 笹川 英一

＜米山記念奨学委員会＞
委員長 生形 健一

本年度米山記念奨学委員長として活動してい
ました。
ここ2年間奨学生の世話クラブにはなってい
ませんが、基本として地区委員の出身クラブは
世話クラブにはなれないということですのでご
了承ください。
会員の皆様からの特別寄付は大変ありがとう
ございます。米山記念奨学会は会員の寄付で成
り立っておりますので、引き続きのご協力をよ
ろしくお願いいたします。また今年度と来年度
も2790地区米山記念奨学委員をお引き受けしま
すので地区クラブ両方の委員会活動を頑張って
いきたいと思います。
一年間有難うございました。

【会員卓話】

昨年度と、今年度の委員長をやらせていた
だきました。黎明高校のインターアクトクラ
ブの皆さんとほとんど交流の機会がなかった

西村 清会員

黎明高校のゴルフ部のお話をして
いただきました。
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夜間移動例会
第2553回 2019年6月19日例会報告

【出席報告】

例会

【会長挨拶】

出席計
算会員 出席 欠席
数

6/19
29
22
6/ 5
30
22
会員総数 30名

７
8

出席
率％

ＭＵ

修正
出席率％

2

80

75.86
73.33

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率 83.63%
6/5メークアップ2名・萬来会員、泉水会員（理事会）

会長 山本 和男

（ 名誉会員 4名

点

鐘

会長 山本 和男

ソ ン グ
会

こんばんは。今日は今年度最後の夜間例
会となります。親睦を深める意味での大変
貴重な時間です。美味しい料理を頂き美味
しいお酒で、楽しい時間にしていきたいと
思います。早速ですが乾杯をしたいと思い
ます。

場

奉仕の理想
割烹やまもと

【幹事報告】

増田 繁幹事

◎小久保会員のお母さまがご逝去されました。
謹んでお悔やみ申し上げます。
◎第10グループゴルフコンペのご案内
日時：2019年7月18日（木）8時30分集合
会場：総武カントリークラブ
◎第10グループ事務局会議のお知らせ
日時：2019年6月20日（木）
場所：ANAクラウンプラザ 鉄板焼 菜里多
小川会員の乾杯

槍木会員の一本絞め

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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