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【出席報告】
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【会長挨拶】

SAA 伊藤 武雄
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会長 木村 利晴

・ 出席免除会員 4名 ）
通算出席率 87.95%

皆さん、こんにちは！新年度スタートして、
早2回目の例会となりました。今年は、新型コ
ロナウイルス感染禍で始まり、収束するどころ

点

鐘

ソ ン グ

会長

木村 利晴

か第2波が始まっているような感染拡大を感じ
ている最中、梅雨前線が、九州南部より広がり

それでこそロータリー

北部まで、数十年に一度の、経験したことの無
い大雨で大変な被害を被っております。昨日現
在で、56人の死者と12人の行方不明者が出てい

【ニコニコボックス】

ると報道されております。昨日より本州にも上
◇出席100％

陸し、岐阜県、長野県に大雨特別警報で警戒レ

小川 嘉一会員

ベル5の最も高い警報が出されております。お

◇一年間よろしくお願いします。
会員増強 大畑 喜信委員長
◇理由なし

亡くなりになった方々に謹んでお悔やみ申し上
げます。又、被災された皆様にお見舞い申し上

伊藤 嘉一会員

げます。そして、被災地で救助作業に当たられ
ている皆様に、衷心より感謝申し上げます 。
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千葉県でも昨年の台風による大雨洪水被害

【幹事報告】

幹事 竹村 信彦

による傷跡がまだまだ癒えず、記憶にもまだ
新しいものがあります。一刻も早く被害が納
まり、復旧作業に入れることを祈るばかりで
す。これからも、異常気象によるものか地殻
変動によるものか分かりませんが、私たちが

想像もしていない、想定外の災害が発生する
かもしれません。その時に備えて、想定でき
る全てを尽くし、日々を全うしたいものです。
新型コロナウイルス感染禍のなか、コロナか

◎ガバナーノミニー・デグジネート
（2023ｰ24年度ガバナー）候補者推薦のお願い
提出期限：2020年9月8日(火）午後4時まで

らもたらされた混乱を乗り越え、コロナと共
存し、我々自身が変わっていけたなら、新た

◎ロータリー全国囲碁大会のご案内
日時：2020年10月3日(土）10時開式
会場：東京市ヶ谷・日本棋院本院１階

な試練に立ち向かえるエネルギーや、パワー
が備わり、気力が湧き上がってくると思いま
す。

◎印西RC例会変更のお知らせ
休会…７月22日(水）8月12日・26日(水）
（通常はZOOM例会で12時30分点鐘です）

今年は、私にとって節目の多い年になると
言いましたが、綺麗に揃った節では無くて、
でこぼこでごつごつとした節目の年になりそ
うですが、皆さんと一緒にロータリー活動を

【クラブ協議会】

通して、地域に世界に色々な場面で、インパ
クトのある活動をしていきたいと思っており

司会 管理運営委員長
代理 木村 利晴

ます。

＜管理運営委員会＞

皆様のお知恵をお借りしながら、これから
来るだろう幾多の困難を乗り越えていきたい

委員長 笹川 英一
代理 木村 利晴

前期一年間幹事としてクラブ運営に従事い

と思っております。皆様のご協力をお願い致

たしました。その経験をもとに今年度は管理

しまして、会長挨拶を終わります。

運営委員長を仰せつかりました。
当クラブの会員数は30名で前後しており限
界クラブ崖っぷちの状態にあります。ここ数

八街RC 8月 例会スケジュール

年来の目標である会員増強にはクラブ会員全

8月 5日(水） 理事会・通常例会

8月12日(水） 休

体で対応すると再確認していただき、クラブ

会

活動の活性化、若返り、人生100年時代を迎え

8月19日(水） 通常例会

てこれからの活動を有意義に充実した運営に

8月26日(水） 通常例会

一歩でも前に進めますよう努力していきたい
と思います。
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＜会

計＞

委員長

尚、平成2年7月理事会で決定したニコニコ

泉水 宏之

BOX基金の目安（活動計画書53頁記載）があり、
その中にペナルティについて無断欠席、遅刻、
早退、その他が1,000円以上とありますが最近
はこの項目を守って下さる方が少ないとの事
です。是非本年度は守って下さるようお願い
申し上げ報告と致します。
会計の役割は、クラブ会員の皆様からお預か
りする全てのお金の受け入れ、支出を厳正且つ

＜親睦・プログラム＞
委員長 小澤 孝延

公正に行うことにあると考えます。
本年度も決められた予算の中で円滑なクラブ
運営を目指し、役員理事、各クラブ委員会、事
務局と連絡を密にし、十分な管理を行ってまい
ります。会員の皆様のご協力、ご指導の程、宜
しくお願いいたします。

＜S A A＞

会場監督

大野 眞里
本年度、親睦プログラム委員長を仰せつか

りました小澤孝延です。
（親睦）新型コロナウイルス感染症拡大によ
り、定例会をはじめ会員相互の親睦を図る機
会や手段等を模索する一年となりそうですが、
制限がある中だからこそ新しい工夫が生まれ
るはずです。ロータリーの友7月号でも取り上

本年度SAAを担当させていただきます大野で

げられておりますが今年度6月には、台北での

す。初めて担当することになりますが副SAAの

国際大会も予定されています。これらを踏ま

伊藤武雄会員又過去に福田会員がSAAを経験さ

えて企画をしていきたいと考えています。

れておりますので心強く思っております。

（プログラム）年間を通して各会員からの卓

さて、私としては当クラブ細則を再確認の上

話をいただく予定ですが、誕生月の卓話では

例会がスムーズに又楽しく進行出来るように特

職業奉仕委員会と連携し職業奉仕の観点から、

に親睦・プログラム委員会にご協力をお願いの

昨年の台風や新型コロナウイルス禍でのご苦

上努力して行く所存です。

労や工夫されたことなど、それぞれの生業や
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＜広報・公共ｲﾒｰｼﾞ向上＞
委員長 萬来 謙一

業界の状況等をお話しいただくとともに、時節
柄にあった卓話の企画や、ZOOM等を活用したオ
ンラインでの例会等の検討もしたいと考えてい
ます。
先の見通せない状況ではありますが、親睦・
プログラム委員の笹川英一会員、西村頼子会員、

幸克己会員とともに、皆様のご意見、ご指導を
いただきながら一年間努めてまいりますのでご
協力お願いいたします。

今年度は関会員と二人で担当いたします。よろ
しくお願いします。
ロータリークラブの広報活動として、クラブホー

＜会員増強・退会防止＞
委員長 大畑 喜信

ムページとFacebookを活用していきます。また、
各委員会に協力して広報活動もやって行きたいと
思います。
会員に対してはクラブ週報を作成し、クラブの活
動状況や諸連絡などを掲載していきたいと思いま
す。例会で発言された会員は、３日以内に原稿を
事務局に提出していただきたいと思いますので、
ご協力をお願いいたします。

新型コロナウイルスの収束には数年かかると

今年度もクラブ週報を事務局に協力していただ

も言われてます。これからの新常態の中でロー

き作成、配布していきますのでよろしくお願いいた

タリーも強いられる部分も出てくるでしょ

します。

う。

＜社会奉仕＞

回復が不安視される経済環境の中で、会員増

委員長 川崎 尭信

強も厳しい状況に置かれるでしょうが、会員増
強退会防止はクラブ存立の要です。新会員の推
薦に当たってはその人の職業の有無は問わない

と間口が広がっています。
是非とも、会員皆様の1名以上の推薦をお願
い致します。情報の提供に委員会は努めてフォ
ローして参ります。
本年度、社会奉仕委員会委員長を仰せつかり
ました川崎です。林会員、鈴木会員、綱島会員
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と共に頑張って参りますのでどうぞ1年間よ

交流継続です。既に大会参加の登録はできます

ろしくお願い致します。

が、本年12月15日までに参加登録をすれば登録

例年でしたら継続的な活動として「八街ふ

料は変わらないはずですので、10月中に参加者

れあい夏まつり」への参加や「地域ぐるみ福

を取りまとめ11月半ばまでに登録を済ませたい

祉推進事業」へのポスター協賛等が行われる

と思います。登録料は＄395ですので約43,000

のですが、本年度は新型コロナ感染症の影響

円になります。12月16日以後は＄100ほど高く

によりお祭りや事業自体の中止が早々に決定

なります。千葉ナイトに参加すればさらにもう

いたしました。新たな活動と致しましては、

1.5万円から2万円くらい負担が増えることにな

青少年の職業体験の一環として昨年度計画さ

ります。できればたとえわずかでも、クラブか

れました「ドローン講習会」の開催を林会員

ら参加に関する助成金の支出をお願い出来れば

を中心に検討を進めております。

と思います。それまでに航空チケット、ホテル

新型コロナ感染症の感染拡大の影響は社会

等も決めなければなりません。生形会員からの

のあらゆる所に影響を及ぼしています。八街

情報では、ホテルは台北芝山RCで押さえてくれ

ロータリークラブとして、また社会奉仕委員

るという情報もあります。航空チケットは、で

会として地域で何が出来るのか、会員皆様の

きれば地区で往復1便のチャーター便を用意し

アイデアやご意見を伺いながら活動ができた

てくれればいいと思っております。これは富里

らと考えております。不慣れではありますが

RCとも相談する必要があるかと思われます。新

よろしくお願いいたします。

型コロナウイルスの感染状態は、台湾は世界で
最も早く感染流行を抑え込んだ地域なのですが、
ただ参加各国の感染状況、特にアメリカ、ブラ

＜国際奉仕＞

ジル、インドなどの多数の参加者が見込まれる

委員長

高橋 宏一

国々の状態がどうなのか。それによっては前年
度のように中止に追い込まれることも考えられ
ます。推移を見守りたいと思います。
第二に、本年は日本最初のRCである東京RCが
創立100周年を迎えます。それとエンドポリオ
を関連付けてなにがしかの催しが計画されてい
るという情報があり、地区では前ガバナー補佐

本年度国際奉仕委員長を仰せつかりました高 の寒郡さんが委員長で進められるようでござい
橋です。私のほかに野村会員と二人で務めさせ ます。そうなれば八街クラブとしても協力をす
る必要がありますので、その時には会員の皆様

ていただきます。

委員会の計画としては、第一に来年6月12日 のご協力をお願いいたします。
から5日間開催予定の台北RI国際大会への参加
奨励と、友好クラブである「台北芝山RC」との
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＜青少年奉仕＞
委員長

小久保 和子

地区補助金活動、そしてポリオ撲滅活動です。
これらの事業を脇からサポートすることだと
思っています。コロナ感染の終息が見えない
なかでの厳しい経済環境ですが、何卒会員の
皆様のご理解、ご協力をお願いします。

＜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の小久保です。昨年
度より引き続き青少年奉仕委員長をお受け致し
ました。小澤さんという強力な助っ人を得て精
一杯奉仕活動に励んでいきたいと思います。
我がロータリークラブは千葉黎明高等学校イ
ンターアクトクラブの提唱クラブであり、年次
大会、短期海外研修などの活動をサポートして
おります。本年度は新型コロナウイルスの影響
で7月21日の第1回インターアクト合同会議は通
常ですと千葉市民会館で開催されますが今回は
ZOOM会議となりました。8月21日の第54回イン
ターアクト年次大会は中止になりました。
これからの予定は様子を見ながらになると思
います。皆様のご協力をお願い致します。

＜ロータリー財団＞
委員長

今年度米山奨学委員会を務めます生形です。
今年の米山委員会の活動としましては、10月の
米山月間における奨学生卓話と特別寄付を予定
しております。
また、皆様もご存じだと思いますが4～5月の
新型コロナウイルス感染拡大時に国内外の米山
学友会から日本のマスクなどの医療品が不足し
ている状況を受け、苦心して調達したマスクな
どを日本の大学や病院、世話クラブカウンセ
ラーへと送ってくれるケースが多数ありました。
また、今回だけでなく日本や世界での災害発生
の際にいち早く支援物資や義援金を集めて届け
てきたことはご存じのとおりです。まさにロー
タリアンの支援に込めた願いが実を結びつつあ
ることを実感しています。
これからも米山記念事業へのご協力をお願い
申し上げます。

増田 繁

本年度ロータリー財団委員会の活動を伊藤
嘉一会員と頑張っていきたいと思います。
委員会の主な仕事は財団の事業・・・世界
平和フェローシップ、グローバル補助金活動、

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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