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・ 出席免除会員 4名 ）
通算出席率 96.43%

皆さん、こんにちは！時間がたつのは早いも
ので、3回目の例会となりました。本日は、国際
ロータリー第2790地区橋本ガバナー補佐が新年
点

鐘

会長

度就任ご挨拶と言う事でお越し頂いております。

木村 利晴

ソ ン グ

手に手つないで

お 客 様

2790地区2020-21年度
第10グループガバナー補佐
橋本 和治様（印西RC)

ありがとうございます。後ほどご挨拶を宜しく
お願い致します。本日より新入会員の綱島さん
が正式入会となります。後ほど入会グッズをお
渡し致します。よろしくお願い致します。
一週間を振り返ってみると、まだまだ新型コ
ロナウイルス感染が広がり、クラスターも発生
しているようです。経済を止めずにコロナ感染
の収束に努めることは大変難しい事です。東京
都知事選挙も終わり、大差での小池百合子都知
事の続行となりました 。防災服姿で選挙中も
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コロナ対策の陣頭指揮をとっている姿に都民
【幹事報告】
幹事 竹村 信彦
が期待した様な印象をうけました。ウイルス
対策として治療薬の検証も活発に行っている
様です。アビガンの併用によって治療効果が
高まったことを東大が確認した様です。ワク
チンの開発も進んで参ります。国と連携を密
にして、一時も早い終息に向けての施策を打
ち出し頑張っていただきたく期待するところ
です。コロナ感染による影響としては、機械
工作主要7社の受注が1月より6月までで42％減
少したとのことですが、7月にきて一部回復基
調にあるそうです。経済の回復、活性化も気
◎2022年度規定審議会への議案提出のお願い
になるところです。又、朗報として、厚労省
は、コロナ対策の大きな支援である、家賃支
◎地区大会日程変更のお知らせ
援給付金の申請を、14日から開始します。苦
日時：2021年5月9日(日）10日(月）
境にある事業者にとって6ヶ月分が支給されま
会場：アパホテル＆リゾート(幕張）
すので大きな支援になると思います。
気になる大雨による被害ですが、梅雨前線
◎2021年度7月1日より新グループに変更
や低気圧の影響で、東北、東日本日本海側、
第10グループ→第9グループ
九州や四国を中心に雨が降り続いています。
6クラブ→7クラブ （多古RCが同グループに）
長雨のため、河川の氾濫や土砂崩れによる大
変な被害が発生おります。1時間に５０～８０
◎・受贈週報と活動計画書（成田RC)
ミリの非常に激しい雨が降る地域があり、気
・小倉ガバナーノミニーより活動計画書の
象庁は被害拡大への厳重な警戒を呼びかけ、
礼状をいただきました。
「特定非常災害」の指定をしました。阪神大
震災や東日本大震災、昨年の台風19号の被害
に続き7例目とのことです。安倍晋三首相は、
7月の豪雨で被災した地域を支援するため4千
億円超を投じると表明致しました。大変あり
がたいことです。これ以上の犠牲者が出ない
会長 木村 利晴
ことを願い、一刻も早い救援活動ができます 【新入会員紹介】
様祈るばかりです。まだまだ長雨が続いてお
新入会員の綱島さんをご紹介いたします。職
りますので、被災地の方々には、安全な場所
業は不動産関係のお仕事で、建物の基礎や建物
に避難して頂き、もうしばらくの辛抱と頑張
本体の検査をされています。お住まいは、榎戸
りをお願い致したく思います。
地区です。趣味はゴルフと家庭菜園です。大変
嫌なニュースばかり続いておりますが、い
明るい性格の人です。
いニュースもあります。プロスポーツ界で観
私との出会いは、倫理法人会ですが、夜の飲
客を入れての試合を開始しました。心の癒し
み屋さんでもよくお会い致しました。大変早起
としては、好きなプロスポーツを観戦し、1日
きの人でありまして毎朝午前3時には起きてお
の疲れを癒し、リセットすることも大事なこ
られるそうです。倫理法人会の例会は毎日いろ
とです。明日への活力を培うことも忘れては
いろな地域で行われておりますので、八街市の
なりません。皆様が、笑顔で毎日が過ごせま
例会が無いときは、他の法人会の例会に出席し
す様ご祈念申し上げ、会長挨拶をおわります。
ているとのことです。睡眠時間を何時とってお
られるのか解りませんが、とにかく明るく元気
なひとです。現在八街市倫理法人会の会長で2
年目を迎えております。
八街ロータリークラブの平均年齢は68歳です
が、彼は64歳ですので多少平均年齢を下げてく
れました。八街ロータリークラブもこれから明
るく元気なクラブにしていくには、綱島さんの
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ように前向きで明るい方が必要で大いに期待す
るところです。水曜日の例会出席は、不動産業
界が水曜日の休日が多いので、接待等お付き合
いの都合で出席出来ない時もあるかもしれませ
んが、なるべく出られる様調整して頂けるとの
ことですので、宜しくお願い申し上げます。

【新入会員挨拶】

雀の涙ほどの収益で生活してます。
以上、自己紹介とさせて頂きます。有難う
ございます。

綱島 清司会員

【ご 挨 拶】 第10グループガバナー補佐
橋本 和治様（印西RC)
名前は綱島清司（ツナシマキヨシ）です。
私の欠点は、人様の名前は殆ど覚えられません。
お顔は全く覚えられませんので失礼が多々ある
と思いますが、ご理解ください。
生まれは岡山県です、18歳迄いました。それか
ら静岡県、伊豆の方で12年生活そして千葉県市
川市に滞在し八街へと東、東へと来てます。
趣味は釣りですが、倫理法人会に入会しまし
たので4年ほど行けませんので、夜中足をつっ
てます。
菜園も6年前からやってます。貸し農園10坪
を3カ所借りてます。通路に3区画ごとに1カ所
の井戸水が設置されてますので有難いです。
遠くは女性が千葉市から来てます。素人の私で
も皆様にお聞きしつつですが20種類以上栽培し
てますので我が家で野菜の購入はなくなりまし
た。
仕事は不動産業です。不動産の仕事は時々で
す。今月はたまたま長野県で契約がありました。
主には住宅の検査の仕事です。建物も構造計算
の改ざんが有り2009年からの住宅瑕疵担保履行
法が始まり追い風となりました。おかげさまで
今は国より月に50件程依頼されます。
また、特別の検査を工務店様から依頼されて
ます。仕事が多いのは神奈川県・東京・千葉・
埼玉・茨城・他です。私は何も出来ないので
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皆様こんにちは。
2020-21年度第10Ｇのガバナー補佐を拝命致
しました橋本和治です。どうぞよろしくお願
い致します。
はじめに、簡単に私の自己紹介をします。
生まれは1954年（昭和29年）。現在66歳です。
出身は札幌。仕事はロシアや旧ソ連の国々に
医療器械、病院用の機材を輸出する会社を経
営しています。大学でロシア語を専攻し、卒
業後ソ連貿易の専門商社に入社、1989年から
92年までモスクワに駐在、帰国後退社して
1993年に会社を創立し、現在に至っています。
実は私が就職したソ連貿易の専門商社という
のは、1961年にソ連からポリオの生ワクチン
（ボンボンワクチンともいう）を輸入した会
社です。

1993年に退社してからは、ポリオとはかか
最後に、情報研修会につきまして、10月28
わりのない生活をするはずでしたが、なぜか
日開催の方向で準備を進めておりましたが、
地区大会が5月に延期されたことを踏まえ、中
ポリオとかかわることになります。それは
ロータリークラブの入会で、ロータリクラブ
止と決定させて頂きますので、ご了承くださ
い。IMにつきましては、今のところ開催の予
がポリオ根絶の取り組みを行っていると知っ
たときです。ポリオには何か不思議な縁を感
定ですが、新型コロナウイルスの状況を見て
判断したいと思います。
じています。個人的にもポリオ根絶に向けて
できる限りのことをしたいと考えています。
次に私のロータリー歴ですが、平成21年4
月に印西ロータリークラブに入会させていた
だきました。入会当初は何度もやめようかと
思ったのですが、辞めずにこれたのは良い飲
司会 管理運営委員長
み仲間ができたからです。もともと私は地元 【クラブ協議会】
笹川 英一
の人間ではありませんので、今の会社を立ち
上げた後は、そのような酒を飲む仲間がいま
せん。経営者というものは孤独です。ロータ ＜職業奉仕＞
委員長 鎌形 芳法
リークラブに入って、地元に飲み仲間ができ
たというのが私にとって最高の収穫でした。
ロータリーの高邁な理想から言えば、飲み仲
間がいるからロータリーを続けているという
のは邪道なのかもしれませんが、私の偽らざ
る心境です。
さて、ガバナー補佐就任にあったて、ガバ
ナーから要請されている具体的なことがらが、
いくつかありますので、今後皆様と一緒に取
り組んで参りたいと思います。これから一年
間、どうぞよろしくお願いします。
次に、去る7月11日に緊急のガバナー補佐会
本年度の職業奉仕委員長を仰せつかりまし
議が開催され、下記の2点についての方針が示
た鎌形芳法です。
されました。
今、新型コロナウィルスの第２波かと思わ
１）2790地区のグループ再編について
れる感染が広がり感染者数が増えています。
次年度（2021年7月1日からの年度）より、地
少なからず、皆様の会社においても多少の変
区内のグループを14から10に変更されます。
化（変えなければならない対応）があったの
これに伴い、現在の第10グループは第９グ
ではないでしょうか？社会との関わり方が改
ループと名称変更されます。
めて問われ、会社は社会とともに生きる存在
所属するクラブは、多古ロータリークラブ
であり責任がありますから、職業奉仕の理念
が加わり、現在の６クラブと併せて7クラブと
を基にいま再度何ができるかを考えたいと思
なります。（現在の6クラブで、他のグループ
います。
に移動となるクラブはありません。）
本年度は親睦プログラム委員会と連携して、
２）グループ数が変更されることに伴い、ガ
会員卓話の中で皆様の職業に関わったエピ
バナー補佐の選出を再度検討することになり
ソードや動機など、内緒話なども含めてお話
ました。近々、梶原ガバナーエレクトから各
いただければ幸いです。親睦プログラム委員
クラブの会長宛てに趣旨説明とガバナー補佐
会よりご依頼がありましたら是非ご協力お願
候補推薦の依頼の文書が発出されます。
い致します。
ガバナー補佐を推薦したいクラブがありまし
一年間、平野会員、槍木会員とともに皆様
たら、この依頼書に基づいて直接ガバナーエ
のご指導ご協力をいただき努めてまいります。
レクト宛てに直接ご連絡をお願いします。
どうぞよろしくお願いします。

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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