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【ニコニコボックス】

（ 名誉会員 3名

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率 86.82%
11/20メークアップ1名平野会員（ゴルフ）
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増田 繁

◇奥様誕生日

・幸 克己会員

◇結婚記念日

・西村清会員 ・西村頼子会員
・竹村信彦会員

四つのテスト
千葉黎明高等学校
山口 啓之先生
鈴木 恭湖さん
（インターアクトクラブ会員）

こんにちは。早いものでもう12月、ロータ
リー年度ではほぼ半年が過ぎました。今日は
千葉黎明高校インターアクトクラブ（IAC）顧
問教師山口先生と、先月行われました第2790
地区IAC国外研修に参加された鈴木恭湖さんを
お招きしております。後ほど小久保会員より
ご紹介がありますが、台湾研修のお話などを
伺えるかと期待しております。よろしくお願
いします。
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３．八街市社会福祉大会 増田会長出席
＊標語ポスター入賞者に八街ロータリークラブ
会長賞を贈呈
４．新春子供書初め展後援・助成金20,000円
５．指名委員会 11/27 にて役員理事案内定
６．年次総会開催 12/11
さて、11月28日開催されました「八街市社
会福祉協議会法人化40周年記念大会」におい
て、八街RCが永年の社協への支援に対して、
感謝状をいただきました。また、皆様のお手
元にお配りしてあるポスターは、市内学童に
よる「地域ぐるみ福祉推進標語ポスター展」
の優秀作品です。その表彰状授与式に八街RC
会長賞の授与に立ち会いました。たくさんの
応募のなかで素晴らしい作品でした。
12月2日には、八街市長室において、北村市
長よりJR榎戸駅舎の時計寄贈に対する感謝状
をいただいてまいりました。施工された伊藤
会員ありがとうございました。ご苦労様でし
た。
本日は先の会長幹事会及び理事会の報告、
そのほかクラブ協議会なども予定されており
ますので以上で挨拶とさせていただきます。

【理事会報告】

７．その他
＊名誉会員北村市長のお母様が亡くなりました。
≪審議事項≫
１.新年会例会について
＊1月第1例会（1/8）を夜間新年会とする
２．IM 2/25について
＊成田空港地下コンコースにて広報、募金活動
を行います。
３．メークアップの変更について
４．長期戦略委員会について
＊マイロータリーの戦略計画立案ガイドを参考
にして、委員会を立ち上げる。

幹事 笹川 英一

【幹事報告】

幹事 笹川 英一

◎成人式の開催について
日時：2020年1月12日(日）10時～
場所：八街市中央公民館 大会議室
◎新春賀詞交換会開催について
日時：2020年1月10日(金）11時～
場所：八街市中央公民館 大会議室
◎新春子ども会書初め展表彰式について
日時：2020年1月26日(日）10時～
場所：八街市中央公民館 大会議室

≪報告事項≫
１．会計報告

◎八街市歳末たすけあい募金のお願い

２．第３回会長幹事会 11/28 割烹 やまもと
＊増田会長、笹川幹事出席
＊IMは屋外にて広報、募金活動を行う
＊第１０グループ女性会を発足する
＊成田クラブ幹事より地区大会の協力要請、
各クラブより１～２名
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12月18日(水）クリスマス例会
・ふらんす屋（18時点鐘）
1月8日(水）新年例会
・五番（18時点鐘）
理事会は17時15分より開催

≪国外研修報告≫
千葉黎明高校2年 鈴木 恭湖さん

八街RC 1月 例会スケジュール
1月 1日(水）

休

1月 8日(水）

新年例会（五番）18時点鐘

1月15日(水）

山本県議来訪

1月22日(水）

通常例会

1月29日(水）

休

【委員会報告】

会

会

指名委員 笹川 英一

役員候補者
会 長
会長エレクト
幹 事

木村利晴会員
笹川英一会員
竹村信彦会員
以上３名

は既に就任が確定しております。
会 計
ＳＡＡ
直前会長

泉水宏之会員
大野眞里会員
増田 繁会員

理事候補者
山本和男会員
鎌形芳法会員
川崎尭信会員
高橋宏一会員
小久保和子会員
小川嘉一会員
以上12名

【インターアクト国外研修 】
≪生徒さんの紹介≫
青少年委員長 小久保 和子
本日は千葉黎明高等学校のインターアクト顧
問の山口啓之先生とインターアクターの鈴木恭
湖さんに来ていただきました。
鈴木さんにはインターアクト台湾国外研修の
報告をお願いしたいと思います。
研修の初日お母様のお見送りで成田空港にい
らした時にはとても緊張した様子が見られ不安
な表情だったのですが3泊4日を過ごして帰国時
には満面の笑顔が見られましたので私もとても
嬉しかったのを覚えております。
それでは鈴木さん報告をお願いします。
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私は11月8日から4日間の日程で行われた台
湾への海外研修において様々なことを学ぶこ
とが出来ました。
以前から海外にとても興味があり、海外に
行けるということだけに気持ちが向いてしま
い、本来の国外研修の目的とは何かをあまり
考えていませんでした。参加者は皆、他校の
生徒で友人もいない中、初めての国、初めて
の言語で戸惑う部分は多々ありましたが、逆
にそのような環境だったからこそ、主体的な
行動をとることが出来たのではないかと思っ
ています。きっかけは、二つの興味深い経験
でした。
一つ目は初日の出来事です。私は、空港で
同じ班の人を探すのにとても苦労しました。
現地のインターアクターと会った際もコミュ
ニケーションが上手くとれず、「どの言語で
話すべきか」、「自分の発音で伝わるのだろ
うか」と恥ずかしがって日本人と話す時間が
長くなっていました。ところが、台湾の方達
は発音がどうかより「会話を楽しむ」という
ことに重きを置いていました。正しくない発
音でも文法でもとにかく「話したい」という
気持ちが伝わってきて、私も気付けば自然と
話せるようになっていました。
もう一つ驚いたことは、台湾の方たちとの
交流で交換した「インスタグラム」の投稿で
す。台湾の方々は、自分単体の写真を上げて
いることが多いのです。日本では気取ってい
るなどと言われることも多く、そのような写
真を載せる人は多くないですが、台湾の方々
は全く気にしていませんでした。私は驚きと
同時に感動しました。それらの投稿を拝見し
てから私の価値観が大きく変わりました。学
校では、静かでおとなしい私でしたが、海外
研修を終え、台湾の方々の文化や温かさ、積
極性に触れ、私自身の性格も明るく前向きに
なれたと思っています。少しずつですが、

≪親睦・プログラム≫
委員長 川崎 尭信

自分の意見も大きな声で発言できるようにな
りました。
最後になりますが、今回「八街ロータリー
クラブ」の皆様にサポートしていただき、こ
の様な私の人生でも大変貴重な経験をするこ
とが出来ました。本当にありがとうございま
した。これからもインターアクトの活動に積
極的に取り組んでいきます。

【クラブ協議会】
≪会

半期を振り返りまして、親睦・プログラム委
員会では例会が滞りなく進行するよう努めて参
りました。それにあたりましては、誕生日卓話
等会員の皆さまがたのご協力本当にありがとう
ございます。
先ず、9月11日に予定していた五番食堂での
夜間例会は、台風19号の影響により残念ながら
中止となりました。当初の計画に掲げた移動例
会も現時点で実行できておりません。自選他薦
は問いませんので、ぜひうちの会社へうちの事
業所へという方がおりましたら仰ってください。
すぐに計画を立てさせて頂きます。
今後の予定ですが、12月18日はクリスマス例
会です。年があらためまして、１月２月は市長、
県議、社協会長の卓話を予定しています。その
方達以外の外部の方の卓話も行いたいと思いま
すのでお心当たりのあります方はご協力をお願
い致します。
また、5月には親睦旅行がございます。どち
ら方面に行くか等会員の皆様が楽しめる様な企
画を練りますのでご参加のほど宜しくお願いい
たします。
以上親睦・プログラム委員会でした。

司会 幹事 笹川 英一

計≫
委員長 泉水 宏之

≪広報公共ｲﾒｰｼﾞ向上≫
委員 西村 頼子
会計担当の泉水です。
6ヶ月の活動報告としましては、当初の計
画に対し概ね予定通り推移しております。
当初から盛り込まれておりましたが、榎戸
駅の自由通路への時計の寄贈につきましては、
予定通りザルから500,000円支出しておりま
す。引き続き決められた予算の中で円滑なク
ラブ運営を目指し、十分な管理を行なって参
ります。会員の皆様の御協力のほど宜しくお
願い致します。以上でございます。
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本日は高橋委員長が欠席の為、代わりに皆
様にお願いです。今日、お話になった方は

金曜日までに原稿の提出をお願いします。
≪国際奉仕≫
メールで事務局までお送りください。よろし
くお願いします。

委員長 荒木 由光

≪会員増強≫
委員長 伊藤 嘉一

国際奉仕委員長の荒木でございます。他のク
ラブの活動報告を見たり聞いたりしていますと
主に東南アジア地区に対する活動が多く!とく
に上総掘り等の生活に密着している事業が多い
気がします。我が八街クラブにおいては来年ハ
ワイで開かれる国際大会に私はスケジュールの
あっと言う間に前期が終わってしまいまし
都合により不参加になりましたが、4・5名の
た。当初の計画とは違う結果が出てしまいま
した。誠に力不足で申し訳ありませんでした。 方々が参加予定で特に小久保会員は御子息と一
緒に参加予定と聞いておりまして大変嬉しく
結果がすべてであります。後期に向かって残
思っております。その次の年の大会は我がクラ
り半年長期計画の如く次年度委員に委ねられ
ブの友好クラブがある台湾での世界大会が開催
るようなことになるかも知れませんが 、頑
される予定ですので多くの方々の参加をお願い
張って増強の活動をして参ります。
しております。以上で上半期報告と致します。
後半もご協力よろしくお願い致します。

≪社会奉仕≫
委員長 竹村 信彦

≪青少年奉仕≫
委員長 小久保 和子

八街ふれあい夏まつりのダーツゲームは例年
に比較し売上げが伸びませんでした。猛暑の影
響もあり、まつり全体も活性は低かったようで
すが、賞品やイベント運営に魅力が足りなかっ
たかもしれないと反省しています。とりあえず
来年も参加するのであれば、暑さ対策には工夫
が必要かと思います。産業まつりの参加取りや
めについては、売上げから年末の社会福祉協議
会へ寄付をするということを認識していません
でした。当初予算作成時に寄付金額を考慮して
検討しておくべきでした。このあと職業奉仕委
員会と合同で中学生向け職業教育を検討してい
ますので、ご協力いただける方はお願いいたし
ます。その他諸々ご意見いただきたいと思います。

青少年奉仕委員長の小久保です。
半年が皆様の協力により無事に終了致し
ました。ありがとうございました。
一番大きい行事であるインターアクト台
湾国外研修が千葉黎明高等学校の顧問の
先生方、インターアクターの協力により
スムーズに進めることができました。特
に顧問の先生方にはお忙しい中本当に感
謝しております。
後半も色々な行事がありますが皆様に支
えられながら頑張っていきたいと思いま
すのでよろ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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