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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

【ニコニコボックス】

第2582回 2020年6月3日例会報告

【出席報告】

例会

SAA 伊藤 武雄

出席計
算会員 出席 欠席
数

6/ 3
28
23
2/26
29
22
会員総数 30名

5
7

出席
率％

ＭＵ

修正
出席率％

4

89.66

82.14
75.86

（ 名誉会員 3名

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率 87.12%
2月26日メークアップ4名・山本会員、荒木会員
笹川会員、泉水会員
（理事会）

点

鐘

斉

唱

ソ ン グ

会長

◇本人誕生日（4月） 関 由美子会員
（5月） 増田繁会員・幸克己会員
（6月） 鈴木慶夫会員
◇奥様誕生日(4月） 山本和男会員 、笹川英一会員
小久保和子会員、野村英雄会員
(6月）萬来謙一会員

増田 繁

君 が 代
◇結婚記念日
(4月）荒木由光会員 ・伊藤武雄会員
小久保和子会員
(5月）萬来謙一会員 ・関 由美子会員
槍木勝典会員
(6月）泉水宏之会員

四つのテスト

◇宣言解除、ガンバリました。
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西村 清会員

【会長挨拶】

会長 増田 繁

【理事会報告】

コロナウイルスの感染拡大に伴う「緊急事

幹事 笹川 英一

≪報告事項≫

態宣言」がようやく解除となり、長い休会の

１．会計報告

後の例会となりました。皆さんはご機嫌いか
２．寒郡ガバナー補佐来訪
6月17日補佐幹事と2名で来訪予定。

がでしょうか。本日は密にならぬように、
ちょっとテーブルの配置を変えてあります。

３．新会員候補者の発表
新会員候補者 綱島清司さん
染と日本経済の動向に注目したいと思います。
推薦者 木村利晴会員
異議のある会員は今日から7日以内に
今年に入ってからの例会の中で、本年は厳
お申し出ください。
しい年になるだろうと申しました。それは消
４. 樋渡会員より退会届が提出されました。
費税の増税、昨年の台風被害、米中の経済摩
残念ながら 6月いっぱいで退会されます。
擦の影響、景気の下振れそしてオリンピッ
５．その他
オンライン会議を導入する。
ク・パラリンピックが終わると急な不況が
今後の展望としてコロナウイルスの二次感

やってくるような気がすると申しました。そ

≪審議事項≫

して今回の世界規模でのコロナ汚染、オリン

１.委員会引き継ぎについて
次期委員長さんにアドバイスお願いします。

ピック・パラリンピックの延期等が加わり、
更に厳しい状況にさらされています。

２.クラブ協議会について
各委員長さん一年を振り返っていただきます。

出口戦略の詳細は国レベルでどう対処する
か。そして長期戦になりそうな中でどのよう

３．次年度ガバナー公式訪問について
10月13日（火）富里RCと合同で行います。

に経済活動を再開させていくのか。アフター
コロナを見据えて、どう取り組んでいくのか。
変化する将来に向けてどう対処していったら

よいのか難しい現況です。皆さんもここがふ

４．決議審議会クラブ提出決議案承認について
6月10日に理事の採決をとります。
５．次年度活動方針について（木村エレクト）
本日欠席のため先送りとします。

んばりどころです。頑張ってこの危機を乗り
越えましょう。

６．今後の夜間、移動例会について
2.3か月は密になることを自粛する
その後状況を見て判断する。
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【幹事報告】

幹事 笹川 英一

【クラブ協議会】

◎2020-21年度会長幹事会のお知らせ
日時：6月14日(日）午後12時30分
場所：古民家レストラン「花の家」

＜会

計＞

司会 笹川 英一
泉水 宏之

◎地域ぐるみ福祉推進標語ポスター募集事業
中止のお知らせ
◎2019-20年度決議審議会クラブ提出決議案
について
１.ロータリアンに強く求められているのは
ロータリー理念を基にした行動であるこ
とを更に強調するようにＲＩ理事会に要
請する件（千葉ＲＣ提出決議案）
２.ガバナーノミニーの資格要件に現行の
「クラブ会長を全期務めた経験がある」
とは別途に「地区委員長以上の地区役員
を通算で４期以上務めた経験がある」で
も資格条件とする事を検討するようＲＩ
理事会に要請する件（千葉ＲＣ提出決議
案）

会員の皆様の御協力により、予算の中での
円滑な会計運営が行われております。
本年度は、親睦旅行や夜間例会の自粛によ
り、若干の余剰金が見込まれます。こちらに
つきましては、地域の為に何かお役に立てな
いかを理事会で協議していくこと、また次年
度予定されております国際大会（台北）に充

３.各年度の地区補助金の残額を翌年度の地
区補助金にも使えるように検討する事を
ロータリー財団管理委員会に要請する件

当していきたいと考えております。
引き続きご協力のほど宜しくお願い致しま

す。
４.地区補助金は国際ロータリーや自国政府、
或いは地方行政府が認めた大規模自然災
害、社会混乱や疾病の流行などがあった
年度の報告書提出の如何に関わらず、翌
＜親睦・プログラム委員会＞
年度の地区補助金の申請が出来るように
委員長 川崎 尭信
検討する事をロータリー財団管理委員会
に要請する件

５.地区補助金の内の奨学金の申請は奉仕プ
ロジェクトに関わる申請とは別途に申請
できるように検討する事をロータリー財
団管理委員会に要請する件
(次週、理事役員で投票にて結論をだす）
◎新会員候補者の紹介
氏名：綱島 清司さん(64歳）
勤務先：(有)ホームリサーチ新千葉
職業分類：不動産、住宅検査
◎ガバナー月信

親睦・プログラム委員会といたしましては、

例会の進行やプログラム、会員相互の親睦を

号外６

温める活動を行ってまいりました。ですが、
コロナ感染症の影響により親睦旅行をはじめ
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夜間例会や、予定していた卓話等を行うこと

よって、事務局が作成した週報を、 毎週当委

が出来ませんでしたのは残念です。

員会で校正を行っています。写真撮影は西村

世の中の状況はまだまだ予断を許しません。

会員と事務局に委ねております。週報の校正

会員皆様方のご健康を祈念致しますと同時に、

が終わると、八街RCのHPにアップロードし、

誕生月卓話をはじめ皆様方の協力のお陰を持

例会の翌週には、会員に配布され、HPではど

ちまして一年間の例会を進めて参ることがで

こでも、どなたでも見ることができます。週

きました。ありがとうございました。

報は概ね次回の例会には会員に配布すること
が出来ました。また八街RCのFacebookで例
会の様子を公開しております。Facebookはそ

＜広報・公共イメージ向上委員会＞
委員長 高橋 宏一

のまま「ロータリークラブメンバー・ロータ
リアンの情報交換」、「FBロータリアン交流
会」の二つのグループにシェアしております。
Facebookは例会を絵日記の感覚で投稿してお
り 、 最 近 は Facebook の 「 リ ー チ 数 や “ い い
ね”」 の数が大きく増えております。
Facebookは 第10グループでは、印西クラブ、
富里クラブ、そして八街の3クラブが立ち上

広報・公共イメージ向上委員会は今年度、私

げておりますが 、写真の説明まできちんと

と西村頼子会員の２人で務めました。

行っているのは八街クラブの Facebookだけ

当委員会の役目は ① 一般市民へロータリー
クラブの広報

会員の活動を会員への伝達
高めること

です。 最後に会員の皆様には例会での卓話、

② 地区内・地区外のクラブや

委員会報告等を行った場合原稿の提出にご協

③公共イメージを

力をいただきありがとうございました。

以上の３項目を主に活動してま

次年度は萬来謙一会員と関会員が務めるこ

いりました。
具体的には、まず例会の報告としての週報の

とになりました。今まで同様に期日までに原

作成です。これは例会そしてクラブの記録と

稿の提出等にご協力をよろしくお願い申し上

しての保存、また欠席会員への例会の報告・伝

げます。ありがとうございました。

達を目的としています。作成は事務局の松原さ
んに委ねておりますが、会長挨拶をはじめ、例
会での幹事、委員会報告や 卓話の原稿の収集、
そして写真撮影を行い、会員の皆さんからいた
だいた原稿、例会や行事等で 撮影した写真に

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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