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2019-20年度
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2577回 2020年2月5日例会報告

【出席報告】

例会

SAA 小澤 孝延

出席計
算会員 出席 欠席
数

2/ 5
30
26
1/15
29
25
会員総数 30名

4
4

出席
率％

ＭＵ

修正
出席率％

1

89.66

86.67
86.21

（ 名誉会員 3名

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率 88.29%
1月15日メークアップ1名・泉水会員（理事会）

点

鐘

会長

斉

唱

君 が 代

◇奥様・旦那様 誕生日
・大野 眞里会員 ・荒木 由光会員
・西村 頼子会員 ・泉水 宏之会員

増田 繁

ソ ン グ

四つのテスト

お 客 様

八街市社会福祉協議会
会長 石毛 勝 様

◇結婚記念日 ・山本 和男会員

【会長挨拶】

会長 増田 繁

皆さんこんにちは。中国では新型コロナウ
イルスが蔓延しているようですが、日本でも
経済に影響が出始めています。何とかこれ以
上流行らないよう対策をとってもらいたいと
思います。
本日は当クラブ名誉会員である八街市社会
福祉協議会会長の石毛勝様をお客様としてお
招きしております。石毛様には最近の福祉活
動のお話など卓話をお願いしております。後
ほど宜しくお願い申し上げます。また、東金
ロータリークラブより並木孝治様がメイ
キャップにお出でいただきました。ごゆっく
りお過ごしください。

並木 孝治様 （東金RC)

【ニコニコボックス】
◇本人誕生日 ・大畑 喜信会員
・西村 清 会員
・竹村 信彦会員
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５．第10グループ親睦ゴルフコンペ
担当八街RC (3月予定分）
＊準備の都合により4月9日（木）になりました。

≪審議事項≫
１.次年度米山奨学生の世話クラブ
カウンセラー引き受けについて
＊生形地区委員がいるので規定により
お引き受けできませんでした。

さて去る1月26日には新春子ども会書き初め
展表彰式に出席しました。元気溢れる子どもた
ちの作品を見て、感動と活力をもらいました。
翌27日には第4回会長幹事会（担当成田RC）に
幹事と共に出席しました。詳細は幹事報告でお
願いします。
2月2日は千葉三井ガーデンホテルにて「補助
金管理セミナー」に出席。本セミナーに出席し
なければロータリー補助金制度を活用できない
とのことで、次期ロータリー財団委員として
しっかりと勉強してきました。
また2月9日（日）には千葉市幕張のアパホテ
ル&リゾート（東京ベイ幕張）で開催される第
2790地区の地区大会に会員多数のご参加を希望
します。

【理事会報告】

２．会員増強について
＊引き続き全員で声掛けを行う。
３．親睦旅行について
＊5月16日（土）日帰りバスツアー
次回理事会に親睦より提案。
４．社会、職業奉仕の奉仕活動について
＊3月8日（日）南中学校 ドローン講習会
５．財団寄付金について
＊次年度は7月か8月に済ませる。
しかし財団強化月間までに送金でよいの
ではないか、地区に意見を申し上げる。

幹事 笹川 英一

【幹事報告】

幹事 笹川 英一

◎地区チーム研修セミナーのお知らせ
日時：2020年3月7日(土）13時30分点鐘
場所：TKPガーデンシティ千葉3階
◎コロナウイルスによるマスクと防護服不足に
ついて購入ルートの紹介のお願い

≪報告事項≫
１．会計報告
２．第４回会長幹事会 1/27 成田RC担当
＊増田会長、笹川幹事出席
＊IMは5月10.11.12日のいずれか
＊グループに分けてチラシ配り,募金活動
＊END POLIOのロゴ入りTシャツを着用する

◎訃報
1994～1995年度RI第2790地区ガバナー
大矢 惣一郎様（千葉幕張RC)
令和2年1月26日ご逝去されました。
ここに哀悼の意を表し慎んでお知らせ
致します。
◎千葉黎明高校卒業証書授与式のご案内
日時：2020年2月29日(土）午前9時50分開式
式場：千葉黎明高校・体育館
＊学校報をいただきました

３．財団補助金管理セミナー 2/2
三井ガーデンホテル ＊増田会長出席
４. 会長エレクト研修セミナー 2/23
TKPガーデンシティ千葉 ＊木村会員出席
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【卓

話】

八街市社会福祉協議会
会長 石毛 勝様

をし、13日から支援活動を開始しました。
初めに被害状況の把握とともに、市民要望
（ニーズ）を受けることから行い、寄せられた要
望は倒木の撤去、屋根の補修（シート張り）など
が多く、一般のボランティアには高所や危険な作
業、専門的な技術が必要な作業などできないため、
お断りさせていただいたことも多々ございました。
一般ボランティアの募集は14日から開始し、30
日の閉鎖までの17日間に市内、県内外から818名
の参加をしていただき、市民要望に対し、ボラン
ティアさんの能力等を十分に考慮したマッチング
を行い、延べ322件の支援活動を実施したところ
であります。
その中で大学生や企業などで参加いただいた
～令和元年の八街市社協の活動について～
方々には、八街市の基幹産業である農業被害（ビ
ニールハウスの撤去）などに対し可能な範囲での
皆様こんにちは。ロータリークラブさんの例会
農業者への支援を行い、県内での災害ボランティ
でお話しさせていただきますのは3回目となりま
アセンターでは本市だけが行ったことでもありま
す。
す。その後の台風等においても、市民からの要望
今日は令和となった初年度の活動を重点にお話
は続いており、その市民ニーズに応えるべく企業
しさせていただきます。今年度は八街市社協も昭
ボランティアなどのお力を借りて対応してきまし
和54年に社会福祉法人の認可を受け、丁度40年の
た。この災害ボランティアセンターの運営自体が、
年であり、「法人化40周年」の冠を付けた主要事
市社協では初めてのことで、これを機に、経験し
業を含めた事業計画により、年度のスタートをし、
たことを踏まえるとともに、多くの反省点や改善
8月末までは前期事業を実施すると共に、後期事
点などを検証し、これから先起こり得る災害時に
業の準備を進めてまいりました。ところが9月9日
適正な支援活動などが出来るよう、緊急時の災害
未明に千葉県を襲った台風15号により、本市にお
対応マニュアルを作成し、対応していく必要を感
きましても、停電、倒木、瓦が落ちるなどの家屋
じたところです。
や農業施設の倒壊など、今までに類を見ない大き
今日は市社協の活動の中でも災害に特化したお
な被害を受けました。
話をさせていただきましたが、市社協は、災害支
さらに、10月に入ってからの台風19号と21号に
援活動以外の通常業務も当初計画に基づいて実施
よる豪雨被害が続いたことによりまして、市内は
しており、年度当初の事業方針において「地域社
相当なダメージを受け、未だに復旧が追い付かな
会と共に、誰もが暮らしやすく、自らが行動して、
い被災者も大勢いらっしゃいます。私共社協も予
地域に関りをもって、豊かで、安心・安全で災害
定していた記念事業の「敬老会」は、市内9地区
にも負けないまちづくりを目指す。」という事を
の内8地区で、今年も240名を超える参加申し込み
年間活動の目標に掲げており、これを実現するた
のあった「チャリティゴルフ大会」を中止せざる
めには、多くの皆様のご理解とご協力が必要であ
を得ない状況となり、台風以降は災害に対する支
ります。中でも、生活困窮者に対する自立支援や、
援活動を行ってきました。
資金力のない中高生の学費などの支援金貸付事業、
ここで台風15号、19号、並びに21号の影響によ
心身に障害を持った方々への生活支援、高齢者世
る豪雨に伴う市内の被害状況を少し報告させてい
帯や独り暮らし高齢者に対する支援、子育てに悩
ただきます。 被害状況としては、市全体での停
むお母さん方への支援は、日常業務として更なる
電、倒木、家屋や農業施設の倒壊など、市内全域
充実をしてまいる所存であります」。
と言える大きな経験したことのない状況だったと
市社協は少ない予算（財源）の中ですが、北村
思われます。
市政と連携を密にして、市民の福祉向上に努めて
八街市は、9月9日に災害対策本部を立上げ、被
まいりますので、どうぞ更なるご支援をお願いい
害状況の把握をすべく調査と情報の収集に努めた
たします。
結果、想像しえない被害状況でありました。災害
本日は貴重なお時間をいただき、誠にありがと
対策本部においても、朝夕２回の全体会議の中で
うございました。
関係機関への応援要請を含め、支援の対応として
11日の本部会議の中で、要支援者を含む、市内被
害者への支援を強化するため、市社協に対し「災
害ボランティアセンター」の設定を決定して、県
社協への報告とホームページなどによる情報発信
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第2790地区・地区大会
第2578回 2020年2月9日例会報告

会場・アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張

【出席報告】

例会

出席計
算会員 出席 欠席
数

2/ 9
27
9
1/22
29
23
会員総数 30名

18
6

出席
率％
33.33
79.31

ＭＵ

修正
出席率％

2

86.21

（ 名誉会員 3名

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率 88.20%
1月22日メークアップ2名・平野会員生形会員（地区）

諸岡ガバナーご挨拶
点

鐘

第2790地区ガバナー
諸岡 靖彦様（成田RC)

斉

唱

君 が 代

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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