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【出席報告】

例会

SAA 小澤 孝延
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【会長挨拶】

会長 増田 繁

・ 出席免除会員 5名 ）

通算出席率 83.5%
6/26メークアップ2名・高橋会員
（北海道2500ロータリーEクラブ）
笹川会員（会長幹事会）

参議院選が公示され17日間の選挙戦が始まり
ました。今回の国政選挙の主な争点は、年金問
題すなわち「年金・福祉」などの社会保障政策

点

鐘

会長

と思われます。年金がここでにわかにクローズ

増田 繁

アップされたきっかけは、金融審議会ワーキン
ソ ン グ

手に手つないで

ググループ報告書です。高齢無職の夫婦が95歳
まで生きるとすれば、2,000万円がなければな
らないという趣旨の記述がありました。年金を
柱に老後の生活設計をどう描くか。少子高齢化
により高齢者の人口は2040年ごろまでに増え続

【ニコニコボックス】

ける一方現役世代は急速に減少する。年金制度

◇娘が4ヶ月半の入院、
7月13日に退院することになりました。
有りがとうございました。伊藤 武雄会員

の破たんを防ぐには給付を抑えていくしかない。
将来世代の給付水準を確保する目的で2004年
導入された「マクロ経済スライド」は
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◎ 地域ぐるみポスター審査会の開催について
日時：2019年8月19日（月）午後時30分より
会場：市総合保険福祉センター3階

年金財源にマイナスになる少子高齢化の進行
に応じ、給付水準を自動調整するシステムで
す。将来の給付水準が下がることを前提とす

◎ ふくしチャリティーゴルフ大会開催について
日時：2019年10月8日（火）午前7時30分
会場：新千葉カントリー倶楽部

ると、老後の生活に困る人をいかに少なくす
るか・・・元気な老人には、出来るだけ長く
働いてもらうという考え方、本人の収入も増

◎茂原東ロータリークラブ脱退の挨拶

えるし、年金制度の支え手にもなる・・・・
◎RLI通信

長く働いて年金をもらう時期を遅らせ退職後

八街RC 8月 例会スケジュール

は上乗せした年金をもらう。このためには会

8月 7日（水）

理事会・寒郡G補佐来訪

またパート等の非正規労働者は正規社員の

8月14日（水）

休 会

加入する厚生年金にはいれない。複数の党が

8月17日（土）

ふれあい夏まつり

短時間労働者にも厚生年金の適用対象を広げ

8月21日（水）

振替休会

8月28日（水）

通常例会

社だけでなく働く場所の確保も必要です。

る方針を掲げています。老後に基礎年金に加
え厚生年金も受給できるようにする。
様々な対策が考えられるが、最終的には個
人個人が老後の将来を見据えて、各自働ける
うちに自分に合ったライフスタイルを思い描
き対処していくしかないのかと思う。

～めいろう夏まつりのご案内～

【幹事報告】

日時：2019年8月1日（木）16時から
会場：就職するなら明朗塾

幹事 笹川 英一

✨20時より大花火打ち上げ✨

【クラブ協議会】

◎インターアクト年次大会のご案内
日時：2019年8月6日（火）11時～
会場：千葉スカイウィンドウズ東天紅
◎RYLAセミナー開催のご案内
日時：2020年2月15日（土）～16日（日）
会場：岩井海岸 甚五郎
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司会 管理運営委員長
木村 利晴

＜会

計＞

委員長 泉水 宏之

大変な重責であり、引続いてその任に耐え
られないと考えましたが、会長をはじめ幹事、
各委員長、会員の皆様方のご支援をいただけ
るとの心強いお言葉を頂戴いたしました。
2019－20年度も例会等の役割が十分に発揮で
きるよう、微力ながら努めてまいります。
一年間よろしくお願いいたします。
例会に連絡のない場合または、急遽の欠席

会計の役割は、クラブ会員の皆様からお預か

の際はペナルティとなります。食事の手配や

りする全てのお金の受け入れ、支出を厳正且つ

食べ物を大切にすることも含めて、欠席の連

公正に行うことにあると考えます。

絡は、当日9時迄にお願いいたします。

本年度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、クラブ各委員会、事
務局との連絡を密にし、十分な管理を行ってま
いります。会員の皆様のご協力、御指導の程、 ＜親睦・プログラム＞

委員長 川崎 尭信

宜しくお願い致します。

＜S A A＞

会場監督

小澤 孝延

本年度親睦プログラム委員会委員長を仰せ
つかりました川崎です。どうぞよろしくお願
いします。
平成２８年に八街ロータリークラブの一員

会場監督 (Sergeant at Arms) (ＳＡＡ) /

に加えて頂きましてから約２年半、ずっと後

エス・エー・エー (Ｓ.Ａ.Ａ.)
「例会をはじめすべての会議(国際大会・国

ろの席から例会の写真を撮ってまいりました。

際協議会・地区大会・地区協議会など)が、楽

初めて前の席に座り少々戸惑っております。

しく、秩序正しく運営されるよう、つねに心を

さて、当委員会は「親睦」と「プログラム」

配り、気品と風紀を守り、会合がその使命を発

という二つの柱によって成り立っております。

揮できるように設営、監督する責任を有する

まず「親睦」ですが、旅行や移動例会、夜間

人。 」とあります。

例会を通じて会員相互の親睦を図れる企画を
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以上の５項目を主な活動として行ってまいります。

実施してまいりたいと考えております。また
「プログラム」では会員皆様のご意見を伺い

まず①と②に関しての具体的な活動は、「ふれあい

ながら充実した例会を目指してまいります。

夏まつり」等参加行事の際にロータリー活動をPRし

クラブの内外より卓話をいただくと共に昨年

ます。またクラブのホームページの管理、週報の

より続く職場訪問を兼ねた移動例会を企画し

アップロード、Facebookの更新を今年度も続けて

会員相互の交流と理解を深めたいと思います。 まいります。
自選他薦を問いません。卓話や移動例会のご

③の週報の作成には、例会の写真の撮影（基本的

提案を頂けましたら幸いです。一年間よろし

には西村頼子さんにお願いします）、卓話や委員

くお願い申し上げます。

会報告等の原稿の依頼と収集です。それによって
事務局の松原さんが日曜日までに週報のオリジナ
ル版が作成されます。それを当委員会が月曜日ま
でに校正を行い、次週例会には必ず配布できるよ

＜広報・公共ｲﾒｰｼﾞ向上＞
委員長 高橋 宏一

うに間に合わせております。皆様には毎回原稿の
提出をお願いしていますが、今年度もご協力をよろ
しくお願いします。また例会や奉仕活動等の写真
撮影を皆さんにお願いすることがあるかも知れませ
んが、その時には宜しくお願い申し上げます。
④⑤に関しては、皆さんの「My Rotary」への接続

は、まずその必要性のある会員でかつ環境が整っ
ていなければ意味がありません。ただ接続によって
いろいろな情報が手に入りやすくなることは事実で
本年度の広報・公共イメージ向上委員会は、
委員長の私と西村頼子さんの二人で行ってまい
ります。活動としては、

①

八街ロータリークラブとその活動を一般

す。主な情報は地区のホームページからも入手で
きますので、第2790地区のホームページ、地区の
Facebookも時々覗いてみてください。新しい情報
が見られます。
とにかく今はインターネットの時代です。苦手な方

市民に広く周知すること。
②

広報によって八街ロータリークラブのイ
メージアップを図ること。

③

週報の作成。

④

八 街 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ 会 員 に 「 My

もいらっしゃると思いますが、様々な情報はイン
ターネットが一番早いし豊富に手に入りますので、
興味を持っていただきたいと思います。
以上本年度も宜しくお願い申し上げます。

Rotary」の接続を奨励すること。
⑤

RIや地区の情報をクラブ会員に周知して

もらうよう努める事。
4

＜社会奉仕＞
委員長

竹村 信彦

ベテランの福田さんにアドバイスをいただきな
がら勤めさせて頂きます。前に幕張のアパホテ
今年度の社会奉仕委員長を拝命しました。

ルでの他クラブの国際活動の報告を聞いており

「ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎と

ましてなかなかの成果振りだとの印象を受けま

して奉仕の理念を奨励し、これを育むことにあ

したが、我がクラブでは無理がないようにやっ

る。」とあります。社会奉仕は重要なクラブの

ていこうと考えております。数年前に提携した

活動であると認識し取り組んでまいります。継

台北芝山クラブへの会長交代式に渡航したリ、

続的な活動のうち8月に行われる八街ふれあい

来期のハワイでの国際大会に参加したり又その

夏まつりへは昨年同様ダーツゲームで参加、社

あとでの台湾での国際大会にも参加できればと

会福祉協議会の地域ぐるみポスター作成の支援

も思っております。色々とわからないことはベ

を例年通り計画いたします。一方従来参加して

テランの福田会員のアドバイスをいただきなが

きました秋の八街産業まつりのチャリティバ

ら務めさせて頂きますのでよろしくお願い申し

ザーについては、年々バザー品を集めるのが困

上げます！

難になっており、これに変わる事業として新規

＜青少年奉仕＞
委員長 小久保 和子

の事業を今期は計画したいと思います。例えば

他委員会若しくは外部他団体との連係も含めて
今後も継続できる活動を検討したいと思います。
内容については今後皆さまの意見をお聞きし協
議して決めたいと思います。木村委員、鈴木委
員とともにこの一年間務めてまいりますので、
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。

青少年奉仕委員長をお受け致しました。今年
度は槍木さんという頼りがいのある先輩にアド

＜国際奉仕＞
委員長

荒木 由光

バイスを頂きながら精一杯奉仕活動に励んでい

本年度国際奉仕委員長に就任しました荒木で きたいと思います。
ございます。初めてのセクションですが
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我がロータリークラブは千葉黎明高等学校

インターアクトクラブのスポンサークラブと

クラブ目標を達成すること又夏まつりにはポ

して活動をサポートしております。7月4日

リオ撲滅の募金とPR活動をしていきたいと思

(木)千葉市民会館にて第1回インターアクト合

います。尚、年次基金は11月の財団月間に寄

同会議に参加。内容は第53回インターアクト

付金を頂きたいと思いますので宜しくお願い

年次大会のご案内でした。

致します。

8月6日(火)11時から15時30分、千葉スカイ
ウインドウズ東天紅にてホストクラブは千葉

＜米山記念奨学会＞
委員長

生形 健一

商業高等学校インターアクトクラブでスポン
サークラブは千葉西ロータリークラブです。

千葉黎明高等学校からは生徒5名教員2名の参
加予定になっております。ロータリアンの参
加もよろしくお願い致します。
若者たちが海外へはばたき、日本だけでは
なく国際社会においても活躍の場を与えられ
ロータリ米山記念奨学会は、勉学・研究を志

ますよう応援していきたいと思います。今年
度もどうぞよろしくお願いし致します。

して日本に在留している外国人留学生に対し日

本全国のロータリークラブ会員の寄付金を財源
として奨学金を支給し支援する民間の奨学財団

＜ロータリー財団＞
委員長

山本 和男

です。
今日では事業規模と採用人数において民間で
最大の国際奨学団体です。そしてロータリー米
山奨学金制度の最大の特徴は、経済的な支援だ
けでなる世話クラブ・カウンセラー制度を設け
て奨学生の精神面のケアを図っていることです。

親善・交流を通じた国際理解を推進する米山
奨学事業の要でありロータリークラブという地
財団と言いますと毎年のことですが年次基

域密着の組織だからこそできる重要な特性とい

金寄付を少しでも多く集めるのが何よりの仕事

えるでしょう。そして将来、日本と世界とを結

とされています前年度2790地区での一人当たり

ぶ「架け橋」となって国際社会で活躍し、ロー

の寄付額は＄129.5とのことです関東近隣地区

タリーの良き理解者となる人材を育成すること

10地区中9位で最下位は免れたそうです。又寄

を目的としています。これもロータリアンのご

付ゼロクラブも脱出して4年になるとのことで

寄付によるところですので、本年も特別寄付を

す今年度八街クラブに於いては前年度と同じく

宜しくお願い致します。

広報・公共イメージ向上委員会 ・ 高橋宏一 ・ 西村頼子
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