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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

【ニコニコボックス】

第2561回 2019年9月4日例会報告

【出席報告】

SAA 小澤 孝延
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【会長挨拶】

代

会長 増田 繁

四つのテスト

皆さんこんにちは。
８月31日TKPガーデンシティ千葉（カンデオホ
テルズ千葉）にて、会員増強セミナーが開かれ、
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伊藤増強委員長、笹川幹事と私の３人で参加し
てきました。第2790地区の目標は3,000会員、
300女性会員、会員３０人未満のクラブの基盤
強化、３クラブの創設を目指すとのこと。後ほ
ど伊藤嘉一委員長よりご報告があると思います。
話は変わりますが、私は78歳で現役です。い
い年をしてまだ働いているのか、そんなにお金
３．9/28奉仕プロジェクトセミナー
＊荒木委員長（国際）林委員長（職業）
竹村委員長（社会奉仕）
小久保委員長（青少年）

を貯めてどうするんだと時々言われます。人は
働くために生きているのではない。生きていく
ために働いているのでもない。なぜ働くのかと

４．第2回会長幹事会 9/２７
18時開始（白井、河太郎）
＊増田会長、笹川幹事 出席

言えば幸せのためであり、誰かのためになって
いると感じられる時幸せを感じます。
思えば35歳位の時、子どもが出来、俺には家

５. 9/10インターアクト合同会議15時30分より
（千葉市民会館）
＊小久保委員長出席

族がいるのだ。頑張らなければと、また45歳過
ぎには俺の肩には従業員とその家族みんなの幸
せがかかっているんだ。おかしなことはできな

６.その他

いぞと思いました。
≪審議事項≫

個人的な貢献感にとどまらず、対社会的な貢

１. 八街ふれあい夏まつり 会計報告及び
チャリティーについて
＊ダーツ売り上げ ¥25,057
ポリオ募金 ¥18,415 でした。

献について考えてみると、お客様の人生に幸福
感をもたらすことが出来れば遣り甲斐を感じま
す。利潤に走っていれば、貢献感はつかめませ
ん。同じことが社会全体に言えることでしょう。
会社が社会に幸福を売ると思えば仕事をする
ときの目標が明確に見えてくるのではないで

２.八街ふれあい夏まつりの反省
＊猛暑の影響で客足がよくありませんでした。
会員の中にも体調不良があり、暑さ対策を
考える。

しょうか。
３．情報研修会(10/２９)の交通手段について
＊昨年同様例会と同じ扱いとする、マイカー乗り
合わせとする。

これぞ職業奉仕の精神だと思います。自分の
職業を通して社会に貢献していく。まさにロー
タリー精神だと思います。

【理事会報告】

４．会員増強について（方法など）
＊増強委員長に例会でお話しいただきます。

幹事 笹川 英一

５．例会１００％出席の表彰を年2回から1回に
変更する。
＊（メークアップが一年間有効になったため。）

≪報告事項≫
１．会計報告
２．八街市社会福祉協議会 標語ポスター審査会
出席報告

６．新入会員の野村さんが会員増強委員会に配属
されました。
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【幹事報告】

と言う事が「ロータリーの友」8月後に掲載を

幹事 笹川 英一

されていますので、読まれた方もいると思いま

◎ ロータリー青少年交換派遣生選抜試験の
お知らせ
日時：2019年9月23日（月祭）13:15集合
会場：千葉市文化センター9階
◎ 風の便り（ロータリー希望の風奨学金）

すが、結果が書かれております。
ロータリーの友8月号では現在7月1日時点で、
まだまだ進化を続け、総会員数139名内女性会
員15名になっているそうです。
講演はプロジェクターを使っての説明文の字

【委員会報告】
会員増強委員長 伊藤 嘉一

幕を多く出しての講演でしたが、できれば予め
資料を皆に提示して頂けたらと思いました。メ
モしなくても後から地区を通してデータを送る
と言っていましたが、送られてきたデータを参
考にさせて頂きます。
今年度は増強数値目標が提示されました。現
時点で2790地区男性会員2824人女性会員236人
これを3000人と300人に増強しようという目標

こんにちは、会長から報告がありましたが、

であります。

去る8月31日土曜日TKPガーデンシテイ千葉にて

その後テーブル毎にテーマを与えられて意見

「会員増強・維持拡大セミナー」が開催されま

交換をしました。テーマは各クラブの増強数値

した。当クラブでは会長・幹事と増強委員の私

目標、ロータリーの魅力とは何か、会員増強の

の3名で参加をして参りました。テーマは「会

具体策、女性会員300名の増強施策は等であり

員増強はクラブの最重要課題」昨年度はクラブ

ます。最後に選ばれたテーブルの代表者が発表

と会長の最重要課題だったと思います。私は昨

するという形式です。たまたま当クラブの笹川

年に引き続きの役職でしたので、ほとんど前年

幹事のテーブルが発表をすることになりました

開催をされましたセミナーの企画進行に沿って
の開催との感じが致しました。午後2時点鐘で、

が、ごくろうさまでした。幾つかのテーブルの
発表がありましたが特別のカンフル剤は見当た

地区会員増強矢野委員長の進行で開催されまし

らないようでした。私のテーブルには女性会員

た。諸岡ガバナー等ご挨拶の後、第2840地区の

が2名おりました。お医者さんの奥さん、もう

ﾊﾟｽトｶﾞﾊﾞﾅ―田中久夫さんのご講演を頂きまし

ひと方は旦那さんがIT関係会社を起業そのお手

た。「ロータリーのススメ～『無所属の時間』

伝いとのことでした。

を味わう～」と言う演題でした。先生は5年前

新会員の候補者が固まってきてしまいました

高崎RC会長時代に当時64名の会員を1年間で115

ので、少し視点を変えてアタックする事を考え

名に増強をしたと言う事で全国的に有名人とな

ております。特に若い方々の推薦入会や女性会

り各地クラブから講演を依頼されていると言う

員の方々の推薦を是非期待をしたいと思います。

事でした。そのクラブが5年後どうなりました

よろしくお願い致します。
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【委員会報告】
米山記念奨学会委員長 生形 健一

【委員会報告】
ロータリー財団委員長 山本 和男

8月31日土曜日に三井ガーデンホテル千葉に

財団委員会のセミナーが9月1日に有りまし

おいて、クラブ米山記念奨学委員長セミナーが行

た。今年度に於いても150ドルプラス30ドルを

われました。13：30点鐘ののち、第2回米山学友

お願いしますとのことです。八街クラブに於

会世界大会がモンゴルにて開催され、そのDVD

いては例年通り目標を立てております。今年

の観賞をしたのち、スリランカクラブ会長石井弘さ

度も目標の達成はできると思いますが、11月

ん（松戸西RC）がスリランカクラブの活動内容とし

の財団月間にはご協力の程宜しくお願い致し

てスリランカの子供たちへの教育支援、又はコス

ます。

モス奨学金の運営、水道や井戸の建設などの説

【誕生月卓話】

明がありました。
次に米山学友で現山武市総務課市民自治支

川崎 尭信会員

都合により、次号の掲載とさせていただきます。

援課非常職員さんむグローバルセンター日本
語・シンハラ語教師のサジワニーさんの卓話
として、山武市の2020年東京オリンピック・
八街RC 10月例会スケジュール

パラリンピックホストタウンキャンプ地招致
活動について平成26年からの取り組みや在ス

10月 2日(水）

リランカ日本国大使や山武市全体での活動に

10月 9日(水）

通常例会

ついてのお話がありました。

10月16日(水）

通常例会

10月23日(水）

休 会

10月29日(火）

情報研修会（ラディソンホテル）
乗り合わせ

10月30日(水）

振替休会

クラブ米山記念奨学委員会としての活動は、
10月の米山月間に合わせた奨学生の卓話の依
頼や特別寄付のお願い、特別寄付クラブの解
消などについての話がありました。

理事会・通常例会

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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