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国際ﾛｰﾀﾘｰ会長
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Decatur RC（アラバマ州）
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第2572回 2019年12月11日例会報告
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会長

こんにちは。今日は大変暖かい日になりま
した。先日は厳しい寒さで、霜柱がすごかっ
たですね。今全国的にインフルエンザが流
行っているようです。私はこれから予防注射
に行って来ます。皆さんも風邪をひかぬよう
気を付けて年を越してください。
さて先日お話した八街ロータリークラブが、
JR榎戸駅舎に時計を寄贈したことへの感謝状
を授与された記事が、本日の千葉日報紙に掲
載されているようです。是非ご覧になって下
さい。
次回例会は夜間例会・クリスマス例会とな
ります。会場を山武市に移して、ふらんす屋
さんでの開催となります。年末でお忙しいこ
とと思いますが、奮ってご参加ください。

増田 繁

奉仕の理想

【ニコニコボックス】
◇第10グループゴルフコンペのシニアの部で
優勝しました。
平野 雅敏会員
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【幹事報告】

幹事 笹川 英一

【年次総会】 議長 会長ｴﾚｸﾄ 木村 利晴

≪役 員≫
会 長
会長エレクト
幹 事
会 計
ＳＡＡ
直前会長

◎ホノルル国際大会 千葉ナイトについて
日時：2020年6月7日(日）18時～
場所：クイーン・カピオラニホテル
会費：28,000円
◎地区大会準備会の開催について
日時：2019年12月20日(金）12時～
場所：成田ビューホテル

≪理 事≫
大畑喜信会員 （会員増強委員長）
鎌形芳法会員 （職業奉仕委員長）
川崎尭信会員 （社会奉仕委員長）
高橋宏一会員 （国際奉仕委員長）
小久保和子会員（青少年奉仕委員長）
萬来謙一会員 （広報公共ｲﾒｰｼﾞ向上委員長）
以上12名が次年度役員理事に選出されました。

◎第40回八街市社会福祉大会の礼状を
いただきました

【米山功労者表彰】

【クラブ協議会】
≪SAA≫

槍木 勝典会員

第7回

樋渡 琢也会員

第2回

山本 和男会員

第2回

第22回

木村利晴会員
笹川英一会員
竹村信彦会員
泉水宏之会員
大野眞里会員
増田 繁会員

司会 木村 利晴会員
小澤 孝延会員

SAA(会場監督)の小澤孝延です。
例会をはじめ全ての会議等が、楽しく、秩序正
しく運営されるよう会場設営および監督に取組
んでまいりました。全ての例会に出席出来ず、
SAAメンバーや会員皆様にご迷惑おかけしており
ます。
親睦・プログラム委員会による、夜間や移動
例会の企画、毎月1回くじ引きによる座席指定等
を行ない、会員相互の交流が図れるよう工夫を
しています。
引き続き、残り半年もどうぞ宜しくお願いい
たします。

米山功労クラブ
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≪広報公共ｲﾒｰｼﾞ向上≫
委員長

が昔の財団奨学生であったことを知っていま
したので、すぐにMy Rotaryを開けて見ました
ら、もうロータリーのFBに動画でアップされ
ておりましたので、八街ロータリークラブの
FBにシェアしました。ところが見てくれた方
は多くありませんでした。残念だなと思いま
したけれど、これからも時々クラブ例会以外
の情報もFBでお知らせしたいと思います。今
後も皆様には是非ご協力をお願いします。

高橋 宏一

広報・公共イメージ向上委員会から報告しま ≪職業奉仕≫
委員長 林 政男
す。まず今期半年間も会員の皆様には、週報
作成のための原稿のご提出にご協力いただき
ありがとうございました。そして松原事務局
員には、予定通り一度の遅れもなく週報を作
成・配布に努めていただきました。会員を代
表して御礼を申し上げます。週報の校正は原
則として私が行っておりますが、考え方とし
は、出来るだけ開催された例会をそのまま報
告すること、将来への八街ロータリークラブ
の記録を残すという使命感、そして正しい
ロータリー用語の使用に努めております。ま
社会奉仕委員会と職業奉仕委員会合同プロ
た八街ロータリークラブのホームページで週 ジェクトにつきまして現在までの進行状況に
報が閲覧できますので、その上からもそのよ つきましてご報告いたします。
うな考えで校正を行っております。
社会奉仕委員会と職業奉仕委員会合同にて
先日の諸岡ガバナー公式訪問の際に、ガバ 中学生にドローン体験教室を企画致しました。
ナーに随行してこられた成田ＲＣの近藤さん ドローンは、農薬散布、防災、災害現場、郵
が、各クラブにおいては、活動計画書を除い 便物配達、上空からの撮影等幅広く運用され
ては週報が唯一の公式文書であるので是非続 ています。この教室では、更に中学生の視点
けてほしいと言われました。それはクラブ定 からドローンの新たな運用方法を見出しても
款で、幹事が行う理事会報告は、審議事項に らえたらと思っております。また、この企画
ついて60日以内に議事録を作成して全会員に が、職業選択の一助になればとも考えていま
配布しなければならないとなっております。 す。
八街クラブとしては週報の理事会報告が議事
現在、八街ＲＣの呼びかけに八街南中学校、
録になるわけですから、幹事さんは理事会の 北中学校が、応えて頂きました。講師は、千
審議事項については、どのように処理したか 葉大学環境リモートセンシングセンターの本
を簡単で結構ですので、記していただきたい 多嘉明准教授、梶原康司講師、同大学院の学
と思います。
生さん等にお願いしております。実施期日は、
八街クラブのFacebookですが、例会後遅くと 令和２年６月いっぱいの土、日を予定してお
も2日後には投稿しております。これは八街ク ります。中学校側の希望は、年度内での実施
ラブの広報にはかなり効果があると自負して と聞いております。
おります。「いいね」の数は徐々に増えて八
詳細について大学、中学校と協議しており
街クラブのファンが増えております。八街ク ますので詳細が、決まり次第理事会に諮り、
ラブの会員さんも是非FBのアプリを入れてみ 実施する運びとなりますので、会員の皆様に
て、是非ご覧になってみてください。これも は御協力を宜しくお願い致します。
ガバナー訪問の際ふれられておりましたが、
10月末に国連難民高等弁務官であった緒方貞
子さんがお亡くなりになったニュースがテレ
ビニュースで放送されたので、私は緒方さん
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≪ロータリー財団

委員長

山本 和男

≪米山記念奨学会≫

財団委員会は毎年11月の財団月間に寄付を
頂いております。今年度は360,800円の寄付を
頂きました 又夏祭りのポリオ撲滅の募金が
18,415円と共に地区財団の方に 先週送りまし
た。八街クラブとしては従来より財団の寄付
は30万円の予算を組んでおりますが目標を遥
かに超えましたご協力ありがとうございまし
た。

委員長 生形 健一

今年度前期米山記念奨学委員で、10月の米山月
間では会員の皆さんに特別寄付を頂きありがと
うございました。
また、11月には米山奨学生のホアン・ティ・
フーン・ロアンさんに卓話をして頂きました。
後半も地区委員会とともに委員会活動を頑張り
ますので、宜しくお願い致します。

点

クリスマス例会
第2573回 2019年12月18日例会報告
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皆さん、こんばんは。12月最後の例会は会
場を山武市の「ふらんす屋」さんに移しての
夜間例会となります。
令和元年もあと少しで終わります。今年の
千葉県・八街市にとって連続して襲来した台
風による大変な一年になりました。今宵は
「ふらんす屋」さんの美味しい料理をいただ
いて、少しは悪いことは忘れて、楽しく過ご
していただけたらと思います。またプログラ
ム委員会が賞品多数のビンゴゲームなど企画
しているようです。来年も力を合わせてロー
タリー活動に頑張っていただけるようお願い
して、今年最後の挨拶といたします。
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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