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第2583回 2020年6月10日例会報告

【出席報告】

例会

【会長挨拶】

SAA 伊藤 武雄

出席計
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修正
出席率％
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93.1

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率 87.34%
2月26日メークアップ4名・山本会員、小澤会員、
竹村会員(理事会）
平野会員（地区大会）

会長 増田 繁

（ 名誉会員 3名

皆さんこんにちは。新型コロナウイルスの感
染緊急事態宣言解除後の2回目の例会となりま
したが、もう暫くこのようなテーブル配置での

例会となりますが、ご容赦お願いいたします。
点

鐘

ソ ン グ

会長

増田 繁

さてコロナ緊急事態宣言解除、その後の経済

手に手つないで

活動の回復に向けてどのように再開させていく
のか、これから長期にわたりウイルスと共存し
なくてはならないことがはっきりと示されまし
た。感染が下火になる時期までに時間を要する

【ニコニコボックス】

場合には、需要の減少、企業業績の悪化、消費
◇本人誕生日・林 政男会員

者マインドの低下など経済活動の停滞が予想さ

◇奥様誕生日・木村 利晴会員 (4月）

れ、消費が一段と下押しされる可能性が考えら
れます。

◇結婚記念日・小澤 孝延会員 (4月)

国はコロナウイルス感染症対策として持続化
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給付金、雇用調整助成金、テレワーク導入支援
等々色々な支援・助成をしております。この際
利用できる支援は極力利用して、このまれにみ
る大不況を乗り越えていくしかないのだろう。

【幹事報告】

幹事 笹川 英一
未だに修復されていない住宅も見受けられます。
又、年明けの1月よりコロナウイルスによる感
染者が日本でも発生し、未だに終息しておりま
せん。このような事態の中、非常事態宣言の発
令もありロータリー活動も自粛せざるを得ず今
年度の各クラブの活動は出来ませんでした。反
省を含めて、今年度を振り返ってみて、どうで
しょう。 ロータリーの目的は、「意義ある事
業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育
むことにある。」とあります。
ロータリー活動の原点は、奉仕活動です。各
クラブがその原点に立って、地域に密着した奉
仕活動がなされてきたかと言うと、
それは出来ていなかったように思えます。ロー
タリー活動が充実したものになる様、奉仕の理
念を忘れずに、来年度も、皆さんとともに活動
してまいりたいと思います。今年一年間、ご協
力ありがとうございました。

◎新会員候補者の綱島清司さんについて
一週間経過しましたが異議申し立てがなかっ
たので7月より入会していただきます。
◎マーク・マローニーRI会長、ならびにホル
ガー・クナークRI会長エレクトよりメッセー
ジと世界各国の地区で実施された心打たれる
活動のいくつかをご紹介された書面が届きま
した。
◎例会変更のお知らせ
<印西RC›6月10日(水）18：30より
6月17日(水）12：30より
6月24日(水）12：30より
＊すべてオンライン例会です。

【クラブ協議会】

＜SAA＞

会場監督 小澤 孝延

司会 笹川 英一

＜管理運営委員会＞ 委員長 木村 利晴
管理運営委員長の木村です。八街クラブの
管理運営にご協力頂きありがとうございまし
た。
昨年は、災害の年で9月に強烈な風台風が発
生し、続く10月には、風台風と大雨台風によ
る被害が相次いであり、その対応に追われ大
変な年でありました。八街市は、基幹産業が
農業でありまして、その被害は、甚大なもの
でした。一般家庭におかれましても、屋根瓦
が飛ぶなど、住宅の破損被害があり、
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今年度、SAAを努めさせていただきました。
会場監督として、例会をはじめとした各会議が
楽しく、秩序正しく運営されるよう努めて参り
ましたが、SAAメンバーの皆さんのご協力によ
り、
任を全うすることができそうです。特に会場設
営では、伊藤会員に多大なるご協力をいただき
ました。ありがとうございました。
昨年末から、中国武漢発祥とする新型コロナ

ウイルス感染症拡大により、緊急事態宣言が
発令されるなど、市民生活に大きな影響があ
りました。RCにおいても、3月から5月の3ヶ月
間に及ぶ例会を休会とせざるを得ない状況や、
ソーシャルディスタンスを意識したスクール
形式の例会とするなどの対応をしながらの再
開となりました。この間の食費相当分は、次
年度へ繰越しをさせていただき、国際大会参
加時に充当させていただきます。なお、SAA予
算内で運営できていることを合わせて申し添
えます。
1年間ありがとうございました。

なお、不要欄にチェックされた方が６名いらっ
しゃいましたので、確認いたしましたら３名の
方が、誤記入、残りの３名は、不要とのことで
した。このほかに八街市では、18歳未満の児童
生徒9,100人に各10,000円、ひとり親家庭626世
帯に各30,000円、約1,600社に中小企業元気
アップ給付金160,000円、国から240,000,000円、
八街市が、40,000,000計280,000,000円の予算
です。

＜社会奉仕委員会＞
委員長 竹村 信彦
＜職業奉仕委員会＞ 委員長 林 政男

ふれあい夏祭りは猛暑の中、計画通り実施い
たしましたが、今後の夏季の行事については熱
本年度、職業奉仕委員会は、社会奉仕委員会 中症防止対策が必要かと思います。
の竹村委員長とコラボして市内中学生、千葉
秋の台風被害と年が明けてからの新型コロナ
大学工学部の本多准教授と『ドローン体験授 感染症の影響で市内行事が多数中止となった中、
業』を行う予定でしたが、生憎「新型コロナ 今春に予定していた中学生向けドローン教育も、
感染症」の感染拡大を受けて中止となりまし 準備に当たって林職業奉仕委員長にご苦労をお
た。誠に残念です。また機会があれば実現し かけしたのですが、感染防止のため残念ながら
たいと考えています。
実施を見送ることとなりました。
私は、ここで八街市における『特別定額給
新聞記事等で他クラブにおける市町へのマス
付金』の申請状況と振込についてご報告いた ク寄付などは目にしていたものの、当クラブに
します。6月9日現在、八街市には、31,905世 おける地元八街市への協力、備品寄付などにつ
帯、68,913人がお住まいです。
いて社会奉仕委員会として提案するべきであっ
申請件数は、28,938世帯、全世帯の90.7％で たと反省いたします。
す。振り込みにつきましては、５月１１日か
ら受付を開始しましたオンライシン申請分は、
５月２７日、６月２日に振り込みをいたしま
した。郵便受付の方につきましては、５月２ ＜国際奉仕委員会＞
５日受付分は、６月８日、２６日は、６月９
委員長 荒木 由光
日と受け付け順に振り込みを行います。６月
１７日までに全世帯の約８７％の方に払い込
只今紹介されました国際奉仕委員長の荒木でご
みが、行われます。
ざいます。今年度の活動は昨年よりの台風の災
未申請の方には、７月中旬に再申請のポス
害が千葉県のほぼ全域に数回に渡りおこりまた
ティングや抽出により再度申請書を送付いた 昨年の秋口より武漢市から発生した現在でも世
します。
界中に蔓延しておりますコロナ問題の終息の
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＜ロータリー財団委員会＞
委員長 山本 和男

めどがたっていない中、今期の国際大会がハワ
イで行われることに、八街ロータリークラブに
おいても、初めてのハワイで行われる大会に親
子で一緒に参加希望の小久保会員の期待に応え
られず中止となったことは、私ごとのように残
念でなりませんでした。来季の大会は、我が八
街ロータリークラブの友好クラブのある台湾の
台北で開かれると聞いておりますが、感染が早
く終息し多くのメンバーの参加者が集えるよう、
次期の担当するメンバーさんにお願いしまして
私からの報告とさせていただきました。ありが
とうございます。

R財団委員会に於いては毎年11月の財団月間
に寄付をいただいているのですが今年度も皆
様のご協力をいただきクラブの目標に対し
120%以上の達成率でした。ありがとうござい
ました。また夏祭りに於いてもポリオ撲滅の
PR募金活動を行い成果があったのではないか
と思います。

＜米山記念奨学会＞
委員長 生形 健一

＜青少年奉仕委員会＞
委員長 小久保 和子

青少年奉仕委員会委員長の小久保です。
一番大きな行事である台湾へのｲﾝﾀｰｱｸﾄ国外研
修が千葉黎明高等学校の協力により無事に終
了致しました。しかし、コロナウイルスの影
響のため5月13日に予定されていましたホスト
校の千葉経済大学附属高等学校とホストクラ
ブの新千葉RCよる第53回ｲﾝﾀｰｱｸﾄ指導者講習会
が中止となりましたが、来年度に持ち越しに
なりました。これからの行事予定も様子を見
ながらになりそうです。
今年度はいろいろとご協力頂きありがとう
ございました。

米山記念奨学委員会の今年度の活動と致し
ましては、10月の特別寄付の時には皆様に多
くの寄付を頂きありがとうございました。ま
た、11月13日には奨学生の卓話を行いました。
米山記念事業は、日本のロータリークラブ
独自の素晴らしい奉仕事業で国際ロータリー
にも認められた活動ですので、これからも引
き続きご協力をよろしくお願いいたします。

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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