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第2586回 2020年7月1日例会報告
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・ 出席免除会員 4名 ）
通算出席率 87.78%

◇本人誕生日・福田 守会員
◇奥様誕生日・川崎 尭信会員
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◇会長就任致しました。1年間よろしく
お願いします。
木村 利晴会長

木村 利晴

◇1年間幹事を務めてまいります。
よろしくお願いします。竹村 信彦幹事

四つのテスト

◇1年間よろしくお願いします。

木村会長年度
スタート‼
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・大野 眞里

会場監督（SAA)

・小澤 孝延

親睦プログラム委員長

・萬来 謙一

広報公共イメージ向上委員長

・鎌形 芳法

職業奉仕委員長

・川崎 尭信

社会奉仕委員長

・高橋 宏一

国際奉仕委員長

・生形 健一

米山記念奨学会委員長

【会長挨拶】

会長 木村 利晴

参りたいと思います。
今年度RI会長テーマは「ロータリーは機会
の扉を開く」です。扉の向こうには、私達ロー
タリアンが、自分自身を磨くための新しい環境
や学びの機会があるかもしれない。あるいは、
困っている人々のために役立つ機会が待ってい
るかもしれない。私達ロータリアンは、
People of Action（世界を変える行動人）です。
例会をはじめ、クラブ内の活動を通じて培われ

2020～2021年度八街ロータリークラブ会長

を務めさせて頂くことになりました。昨年は9、 る親睦と奉仕の心の形成を基盤に、あらゆる場
10月に相次ぐ大型台風の襲来で日本中大きな

面で、自分の為に、また、他人の為に、数々の

被害がありました。八街市も例外ではありま

serviceへ繋がる扉を、個人でもクラブ単位で

せんでした。2020年は災害のない年であるよ

も、どんどん開いていきましょう。とメッセー

う願っておりましたが、2019年12月より中国

ジされております。また、今年度の地区スロー

より発生した新型コロナウイルスの感染者が

ガンを「クラブが主役となり、奉仕の理念の実

世界中に拡散、日本でも2020年1月より感染

践を！」としております。

者が発生拡散し非常事態宣言が発令され感染

我が八街ロータリークラブも、ボルガー・ク

が収束されつつありましたが、外出自粛規制

ナークRI会長のテーマや漆原摂子ガバナース

が緩和されてからじわじわと夜の世界から感

ローガンに沿った形で、あらゆる機会の扉を開

染者が発生し拡散しつつあります。第2波が押

き、クラブの親睦を深め、私達の地域や世界に

し寄せているようにも感じられます。私たち

インパクトのある奉仕活動ができたらと思って

もなるべく人混みへの外出を自粛し、感染予

おります。例えば、八街市内で活躍されている

防に努めて参りたいと思います。

企業紹介をしていく。又、中学生に企業訪問さ

本日、ロータリークラブが新年度のスター

せ体験学習をしてもらう。高齢化対策として、

トいたします。私にとって2020年は、大きな

元気に100歳を迎えられる様健康講座を開設す

節目の年となります。70歳の古希を迎え、会

る等、八街市の活性化のため、会員の皆様全員

社は創業25周年、八街ロータリークラブは設

がワンチームになって、行動、実践できるクラ

立55周年、日本に最初のロータリークラブ

ブづくりを目指し努めて参ります。昨年計画し

（東京ロータリークラブ）が設立100周年と

て出来なかった事業も今年度、再度見直しさせ

多くの節目の年が重なります。竹は節が多い

て頂き実行していきたいと思っております。

ほど強靭になると言われております。これか

1年間一生懸命務めさせていただきます。会

らも来るだろう幾多の禍に立ち向かい、皆様

員の皆様のお力添え、ご協力を宜しくお願い申

とご一緒に乗り越え、私自身も成長して

し上げます。
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【理事会報告】

幹事 竹村 信彦

3.毎年5月中には次年度理事は事前理事会を開
催し、次年度活動計画の内容（予算承認、規約
改定や次年度名誉会員）を審議する
4.米山記念奨学会委員長セミナー 7月18日(土)
三井ガーデンホテル千葉
＊木村会長と生形会員が出席
5.RLI 8月8日(土) 千葉市民会館
＊当クラブは不参加

≪報告事項≫
1.前会長、幹事への記念品について
（ロータリーバッジ・ボールペン）

6.2021年台湾国際大会について
（2021年6月12日～14日） 振替例会

7.クラブ中長期戦略について
(案)・活動テーマ設定（健康・職業教育など）
・外部卓話者
・zoom活用
(アカウント使用料 2,000円/月) など
8.ニコニコBOXのペナルティ
（無断欠席など）を実施

2.次年度活動行事予定
・情報研究会 10月28日(水)成田ビューホテル
・ガバナー補佐来訪 9月16日(水)公式訪問に
向けての準備のため
・ガバナー公式訪問 10月13日(火)
富里クラブと２クラブ合同（ラディソンH）
・地区大会 10月17日(土)アパホテル東京ベイ
幕張(ホテルザ・マンハッタン)
18日(日)アパホテル東京ベイ幕張
・I M 3月3日(火)成田ビューホテル

【幹事報告】

3.会長・幹事会 8月27日(木)成田ビューホテル
次年度ガバナー補佐については10グループから
は当クラブの福田守氏を推薦しているが、次期
ガバナーが自ら指名する意向を持っている

幹事 竹村 信彦

◎ロータリーの友事務所と米山奨学会より
新型コロナウイルスに関する時間変更に
ついて

4.八街ふれあい夏まつり中止

【会長・幹事交代 バッジの引継ぎ】

5.会費の口座振替日について（7月8日(水)）
6.7月15日(水)例会
橋本ガバナー補佐が就任あいさつに来訪
7. 8月26日(水)例会
八街幹部交番所長

外部卓話
古川満直様

8.その他
≪審議事項≫
1.クラブ協議会開催

7月8日と7月15日

2.樋渡会員を名誉会員に推薦
〇承認されました

増田

繁直前会長

笹川 英一直前幹事
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⇔
⇔

木村 利晴会長
竹村 信彦幹事

【年間１００%出席会員の表彰】
（敬称略）
＊増田 繁

＊笹川 英一

＊小川 嘉一

＊高橋 宏一

＊生形 健一

＊山本 和男

＊木村 利晴

＊荒木 由光

＊小久保 和子

＊小澤 孝延

＊竹村 信彦

＊泉水 宏之

しっかりしている、災害に強い土地だと思って
います。今後首都圏にいつ起きるともわからな
い災害時に、後方支援基地に成り得るような、
備蓄倉庫や避難所になれる建物等の準備が必要
だと思っています。新型コロナウイルス感染症
もピークは過ぎて、ウイズコロナの中で経済活
動も再開されてきましたが、東京では感染者数
が徐々に増えてきてちょっと心配です。私も経
済再開には賛成ですが「正しく恐れながら」
皆さんこんにちは。今月誕生月ということで、 しっかりと再開して行きたいものです。
八街神社の秋の祭礼についてですが、本年度
ひと言ご挨拶させて頂きます。
は二区が大年番です。八街神社では年３回の祭
２０２０年も上半期が終了し、ロータリーも
本日より２０２０～２１年度、木村会長、竹村 礼が開催されます。11月3日の例大祭、11月23
幹事年度のはじまりです。大変おめでとうござ 日の新嘗祭、2月17日の祈年祭の3回です。神社
で斎行される式典は大年番区の 2区が責任を
います！一年間宜しくお願い申し上げます。
私は、昭和２２年７月３日生まれ、今月で満７ もって準備させて頂きますが、問題は例大祭の
３歳になります。ベビーブームの真っただ中、 後に開催される、御神輿の渡御、屋台の巡行、
いわゆる団塊の世代です。私達が高齢者になっ 全区が集合する競演会等の賑わい行事です。例
てきたのが、少子高齢化の元凶です。大分歳は 大祭後の最初の土・日ということになっていま
取りましたがまだもう少し頑張れます。動ける すので、今年の予定は11月7日（土）8日（日）
高齢者がもう少し頑張れば、少子高齢化もなん ですが、賑わい行事も大年番区が取りまとめる
とかクリアできるんじゃないかと思っています。 ことになっておりますが、現在のところまだ開
八街生まれの八街育ちです。幼少期は八街十字 催が決定されておりません。昨年も台風の被害
路の付近で育ちましたが、八街の街並みはその の後で中止になってしまいましたので、今年は
頃からあまり変わっていません。道路事情も、 ぜひ開催したいと思っておりましたが、現在の
今年度八街バイパスが開通するそうですが、そ ところ開催は難しいと感じております。市役所、
れ以外はあまり変わりません。そんな意味では 警察署、消防署、教育委員会等にお伺いをしま
八街も目に見えた発展はしていませんが、廃れ したが、各所とも中止にしろとは言わず、開催
てもいません。地理的にも千葉県の中央部、首 するのなら協力しますとのお話でした。お医者
都圏や成田空港も近く、交通の要の場所でもあ さんや、保健所の方は「新しい生活様式」を基
ります。北総の中核都市としてそれなりの存在 本に「三密」を避けてとのお話でした。最終的
感は保っていきたいものです。八街は、山もな には7月17日に賑わい行事に参加する7つの区の
い、川もない、決して風光明媚な土地とは言え 実行委員が参加する実行委員会が開催されます。
ませんが、その分やや高台の広大で平坦な土地 その時点で各区の意見を取りまとめてきて頂い
に恵まれています。津波はない、崖崩れはない、 て、相談して、最終決定にしたいと思っており
洪水はない、又今までの経験上地盤もそれなりに ます。

【誕生日卓話】

福田 守会員

広報・公共イメージ向上委員会 ・ 萬来 謙一 ・ 関 由美子
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