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国際ﾛｰﾀﾘｰ会長
マーク・ダニエル・マローニ―
Decatur RC（アラバマ州）

会長 増田 繁 ・ 会長エレクト 木村 利晴 ・ 副会長 笹川 英一 ・ 幹事 笹川 英一

第2558回 2019年8月7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

8/ 7
30
27
7/ 10
28
24
会員総数 30名
（ 名誉会員 4名

3
4

出席
率％

90
85.71

ＭＵ

修正
出席率％

0

85.71

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率 92.86%

点

鐘

会長

増田 繁

斉

唱

君 が 代

ソ ン グ

四つのテスト

お 客 様

第10グループガバナー補佐
寒郡 茂樹様（富里RC)

◇本人誕生日・伊藤嘉一会員・高橋宏一会員
・荒木由光会員
◇奥様誕生日・小川嘉一会員・竹村信彦会員
・小澤孝延会員・会嶋誠治会員
◇第20回めいろう夏まつり、
ありがとうございました。

小澤 孝延会員

ガバナー補佐幹事
鈴木 寛尚様（富里RC)
名誉会員の伊藤謙三様(97歳）が
ご逝去されました。ここに謹んでご冥福を
お祈り申し上げます。
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【会長挨拶】

会長 増田 繁

皆さんこんにちは。
肌寒い長い梅雨がやっと明けたと思ったら、今
度は急に猛暑日が続く毎日です。皆さんお体に
は十分気を付けて下さい。
本日は第10グループの寒郡ガバナー補佐と鈴
木補佐幹事のお二人をお迎えしております。お二
人には忙しい中を大変ご苦労様でございます。後
ほどご挨拶とご指導をよろしくお願い申し上げま
す。
来る11月20日には富里ロータリークラブと合同で
ガバナー公式訪問が予定されております。今日は
それについて色々お話をお伺いしたいと思いま
す。
また7月30日の千葉市民会館で行われた規定
審議会報告・説明会に、私は都合が悪く出席でき
ませんでしたので、その時の報告内容など是非教
えていただきたく思いますので、後ほど宜しくお願
い致します。
それから8月17日（土）には「八街ふれあい夏ま
つり」が行われます。八街クラブとしては社会奉仕
委員会が中心となり、好評の「ダーツゲーム」を行
います。暑い中での参加ですが是非皆様のご協
力をお願いします。

【理事会報告】

・米山記念奨学委員会（生形委員長）
８月３１日（土）１３：３０～１６：００
三井ガーデンホテル千葉
・ロータリー財団（山本委員長）
９月 １日（日）１３：００～１６：３０
TKPガーデンシティ千葉
４．その他
≪審議事項≫
１.八街ふれあい夏まつりについて
（内容・方法・開始時間等）
２．新会員推薦について 理事会において承認
野村英雄さん（ ㈱グランプラス 菓子製造業 ）
異議のある会員は一週間以内に申し出て下さい。
３．銀行関係書類の処理方法について（千葉銀行さん
保管）過去5年間の書類は保存として、それ以前の
ものは処分するものとする。
４．夜間例会について（9月11日レストラン五番にて開
催予定、8月28日と9月4日に出欠を確認します。）
５．その他

【幹事報告】

幹事 笹川 英一

◎ 第2回会長幹事会のご案内
日時：2019年9月27日（金）

幹事 笹川 英一

◎ ロータリーデーBBQ大会2019
≪報告事項≫
日時：2019年9月7日(土）午後1時より
１．会計報告
場所：幕張海浜公園バーベキューガーデン
２．第１回会長幹事会について
３．各セミナー参加者
・インターアクト年次大会（小久保委員長,笹川幹事） ◎例会変更のお知らせ（成田RC)
9月13日（金）夜間家族納涼例会（ビューH）
８月 ６日（火）１１：００～１５：３０
千葉スカイウインドウズ東天紅
・会員増強（伊藤嘉一委員長,増田会長、笹川幹事） ◎受贈週報等
・富里RC ・成田RC
８月３１日（土）１４：００～１７：００
・活動計画書（富里RC、成田RC、成田CPRC)
TKPガーデンシティ千葉４F
・暑中御見舞（ガバナーエレクト漆原様）
（カンデオホテルズ千葉内）
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【ご挨拶】

第10グループガバナー補佐
寒郡 茂樹様(富里RC）

ロータリーに参加していただけるような環境
づくりをしていくような、方針であると理解
していますが、皆様方はいかがでしょうか？
４、国際連合との歴史的な関係に焦点をおく
奉仕 と平 和を 基本 とした １１ ５年 都続 く
ロータリーと、国連７５年の歴史において、
継続的な関係をより深めていくということで、
ハワイで行われる世界大会においても、何ら
かのセレモニーが用意されているようです。

私自身は、ロータリーは大きな変革期を迎
えているように感じています。職業分類の一
２０１９−２０年度、第１０グループガバ 部の規定が削除され、１業種５人以下という
ナー補佐を務めさせていただきます、富里ロー 縛りがなくなりました。例会のメーキャップ
タリークラブの寒郡茂樹でございます。職業分 についても、前後２週間ではなく、年度内と
類は貿易商社。ロータリー歴は１２年目になり されております。先般、ガバナー事務所から
ました。大変若輩者ではありますが、１年間よ は、出席率の報告について、今まで通りでは
ろしくお願いいたします。
あるが 、半 年経 過し た時点 で年 度内 のメ ー
まず、今年度のRI会長、マーク・マローニー キャップを加えて、修正出席率を報告してく
さんについてお話しさせていただきますが、職 ださいとのメールが届いています。このよう
業は弁護士であり、農業関係の企業の顧問弁護 な状況を皆様方はどのように感じられますで
士をされている方だそうです。現在日本に来て しょうか。
いるようでして、私もフェイスブックで確認し
今年 度の 諸岡 ガバ ナーの スロ ーガ ンは 、
ましたが、現在東北地方のロータリーを訪問し “ロータリーから千葉を元気に” ということで、
ているのではないでしょうか。
地区３０００会員を目標とされています。橋
マローニーさんは、“ロータリーは世界をつ 岡ガバナー年度では、２９００会員までいっ
なぐ Rotary connects the world ”のテーマのも たそうですが、現在は２８００会員に満たな
と、大きく４つの重要な活動を推進すると述べ いそうでございまして、会員増強を推進して
られています。詳細は、ガバナー公式訪問時に、 参りたいとのことでございます。また、女性
諸岡ガバナーよりご説明があると思いますので、 会員を３００会員以上に。また、新たにロー
簡単に紹介させていただきますが、
ターアクトを含めた新規クラブを３クラブ新
設することを目標とされております。
１、ロータリーを成長させる
ガバナー公式訪問についてですが、先日、
これは、先般の規定審議会でローターアクト 成田コスモポリタンロータリークラブの公式
がロータリークラブと同様に会員と承認された 訪問が終了しました。内容について、大まか
ように、若い世代の入会を積極的に推進されて な部分はすでに会長・幹事と打ち合わせ済み
います。
ですが、日時は１１月２０日、１１時ごろよ
り、ラディソンホテルで、富里ロータリーク
２、家族の参加
ラブとの共催となります。諸岡ガバナーは、
若い会員が、家族とともにロータリーに参加 各クラ ブの アピ ール をして くだ さい とお っ
できるような活動を行い、ロータリー活動で家 しゃっております。そのため、管理部門、奉
族との時間を犠牲にさせないように取り組むと 仕部門、戦略部門でお一方ずつの発表をして
いうことだそうです。
いただくことになると思います。
また、時間の関係等もございますが、直前
３、ロータリーのリーダーになる道を拓く
会長より、クラブの課題と対策についても、
ロータリーのリーダーになることによって、 簡単に発表していただきたいと要望されてお
職業人に時間的な負担をかけないような活動を りますので、よろしくお願いします。
行なっていく、ということです。
なにぶんロータリー経験が浅いガバナー補
以 上 に 関 し て は 、 若 い 世 代 が 積 極 的 に 佐ですが、１年間よろしくお願いいたします。
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【委員会報告】

青少年奉仕委員長
小久保 和子

8月6日にセンシティタワー23階千葉スカイウイン
ドウズで第53回インターアクト年次大会に笹川幹
事と参加してきました。千葉黎明高等学校からも

生徒4名教員2名が参加されました。本年度の年次
大会ホスト校は千葉県立千葉商業高等学校でスポ
ンサークラブは千葉西ロータリークラブでした。
午前中は淑徳大学准教授山下興一郎氏による
「ボランティアとは」との演題で講演がありました。全
員参加型のわかりやすい講演でした。
午後からはAからRまでの18グループに分かれてイ
ンターアクターとローターアクトクラブ＆ロータリー米
山奨学生による国際感覚テーブルディスカッション
を行い壁新聞にまとめて各テーブルごとに発表しま
した。
短時間ではありましたが皆さんで力を合わせる事が
でき有意義な時間を過ごせていました。
次年度年次大会ホスト校は千葉県立大原高等学校
です。スポンサークラブは大原ロータリークラブにな
ります皆さんも是非参加をお願い致します。

ふれあい夏まつり例会
会場：けやきの森
点鐘：会長 増田 繁
担当：社会奉仕委員長 竹村 信彦
社会奉仕委員
木村 利晴
〃
鈴木 慶夫
参加内容：1回100円ダーツゲーム
（収益は全額寄付）

第2559回 2019年8月17日例会報告

【出席報告】

例会

出席計
算会員 出席 欠席
数

8/ 17
27
24
7/ 17
29
22
会員総数 30名
（ 名誉会員 3名

3
7

出席
率％
88.89
75.86

ＭＵ

修正
出席率％

3

86.21

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率 90.64%

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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