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【会長挨拶】

・ 出席免除会員 4名 ）
通算出席率 89.45%

会長 木村 利晴

皆さん、こんにちは！ 早いもので、今年も
２０２０年の最終月になりました。コロナで
始まりコロナで終わる令和2年になりました。

点

鐘

会長

斉

唱
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ソ ン グ

木村 利晴

まだ、第3波の収束が見えておりません。
経済の立て直しとコロナ感染収束の同時進
行は中々難しかったようです。大都市の繁華

四つのテスト

街での営業時間の短縮も余儀なくされており
ます。皆様もくれぐれも予防に徹し感染しな

【ニコニコボックス】

い、させないよう努めて頂きたくお願い申し

◇奥様誕生日

上げます。

・幸 克己会員

今月12月はロータリーでは「疾病予防と治
◇結婚記念日

・西村清会員 ・西村頼子会員 療月間」となっておりますので、ロータリー
・竹村信彦会員・綱島清司会員
の活動について報告致します。
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「疾病との闘い」では、誰でも「健康であ

ガーナでは、他団体と協力して国内全人口の

ること」は何より大切。でも、基本医療を受

80％以上にきれいな水を供給し、ギニア虫感染

けられない人は世界で4億人と言われています。 症を予防しています。
質の高い医療を受ける権利は全ての人にある

・HIV感染の減少に向けて、リベリアでは、妊

と、私たちは信じています。

娠初期の女性たちへのHIV検査を支援していま

世界で数百万人が病気で苦しみ、貧困を強

す。2年間でHIVの母子感染を95％減らすことを

いられております。私たちが疾病の予防と治

目指して、出産前ケアを推進しています。

療に力を注ぐのは、このためです。病気の蔓

・ポリオの根絶に向け、私たちは、ポリオ（小

延や医療不足に悩む地域社会に 、仮設クリ

児麻痺）を世界から根絶する活動で、大きな役

ニックや献血センター、研修施設をつくった

割を果たしてきました。賢明な活動により、世

り、医師と患者と政府が協力できるインフラ

界のほぼすべての国からポリオがなくなっただ

を設計するなど、世界中のロータリー会員は、 けではなく、エボラ出血熱などのほかの疾病の
人びとがより良い医療を利用できるよう支援

追跡システムにも活用できるインフラが構築さ

しています。

れました。ポリオ根絶の実現まであと少しです。

マラリア、HIV/エイズ、アルツハイマー、

ロータリアンの皆様には継続的なご支援宜しく

多発性硬化症、糖尿病、ポリオなど、人びと

お願い致します。

を苦しめる病気の予防・治療や患者の支援に

ロータリークラブは新型コロナウイルスとの

当たっている会員も大勢います。衛生教育の

闘いにも支援しております。次回そのお話をし

ほか、無料の定期健康診断や眼科・歯科検診

ます。

も行っています。

最後になりますが、ロータリアンと多くの

病気は何もせずに予防できるものではあり

皆様が笑顔で暮らせます様ご祈念申し上げ、会

ません。命にかかわる病気の蔓延を食い止め、 長挨拶を終わります。
予防を徹底させるため、私たちロータリー会
員は、医療従事者への研修、病気や生活習慣

12月・1月 八街RCスケジュール

に関する市民への指導など、世界で毎日、数

12月 2日（水）

理事会・通常例会

百ものプロジェクトを実施しています。

12月 9日（水）

梶原ガバナーエレクト来訪

12月16日（水）

通常例会

12月23日（水）

最終例会

疾病との闘いにおける成果として、ロータ
リー財団は、世界各地のプロジェクトや活動
に補助金を提供しながら、疾病の予防と治療
に力を注いでいます。
ロータリーの活動例を申し上げます。
・きれいな水の提供をしております。
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1月13日（水）

理事会・通常例会

1月20日（水）

山本県議来訪

1月27日（水）

社協・石毛会長来訪

【幹事報告】

幹事 竹村 信彦

【幹事報告】

幹事 竹村 信彦

◎RYLAセミナー開催のご案内
日時：2021年2月13日（土）～14日(日）
場所：前原海岸 鴨川ユニバースホテル
◎歳末たすけあい募金のお願い
八街市社会福祉協議会より
◎受動週報
・富里RC ・白井RC ・成田RC
≪報告事項≫
1.会計報告
2.第2回インターアクト合同会議 12月10日(火)
15：00 Zoom 小久保会員
3.12月9日 梶原ガバナーエレクト来会
4.例会外部卓話
・1月20日 山本県議会議員
・1月27日 石毛社会福祉協議会会長
・2月17日 北村市長

【委員会報告】

指名委員長
笹川 英一

≪審議事項≫
本日はクラブ細則第３条第１節３項により、
指名委員会で選考された理事及び役員の
候補者を発表致します。

1.クリスマス例会、新年例会について
＊ともに通常例会とする
2.次年度理事体制について
＊12/9までに異議が出なければ原案通り
承認されたものとする

役員候補者
会 長
会長エレクト
幹 事
副会長
会 計
ＳＡＡ
直前会長

3.2022年規定審議会クラブ提出制定案承認の件
＊会長幹事で検討、12/9例会にて出席会員に
諮りクラブ回答とする
4.地区クラブ再編、ガバナー補佐選出について
＊12/9の例会の梶原ガバナーエレクト来会時
に経緯説明と質疑

笹川英一会員
竹村信彦会員
小久保和子会員
小久保和子会員
井岡哲也会員
大野眞里会員
木村利晴会員

理事候補者
福田 守会員
萬来謙一会員

5.歳末たすけあい運動
＊社会奉仕予算より3万円＋会員の募金を寄付

（会員増強委員長）
（広報・公共イメージ
向上委員長）
鎌形芳法会員
（職業奉仕委員長）
川崎尭信会員
（社会奉仕委員長）
高橋宏一会員
（国際奉仕委員長）
小澤孝延会員 （青少年奉仕委員長）

以上１２名を理事及び役員候補者として
提案致します。
１２月第２例会において年次総会を開催
いたしますので、宜しくお願い致します。
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【委員会報告】

社会奉仕委員長
川崎 尭信

本当に良くしてくださり、大変楽しく、大変勉
強になり、本当に有意義な時間を過ごすことが
できました。心より感謝しております。
本年度は、コロナ禍により夜間例会や親睦旅
行も中止となり寂しい限りでしたが、今後は佐
倉ロータリー会員として社会勉強を続けて参り
ます。
今後も末長いお付き合いを宜しくお願い致し
ます。ありがとうございました。

「歳末助け合い」への募金協力をお願いいた
します。例年ですとバザーの売り上げを募金
していましたが、本年は社会奉仕委員会の予

【新会員挨拶】

算より30,000円を拠出し、合わせて会員の皆

井岡 哲也会員

様方に募金協力をしていただき、その合計額
を募金することにいたしました。ご協力宜し

くお願い致します。

【退会挨拶】

泉水 宏之会員

千葉銀行八街支店長として着任致しまし
た井岡と申します。
この度、歴史ある八街ロータリークラブ
に加入させて頂くこととなり、大変光栄に
存じます。事業の基礎である奉仕の理念に
基づき、地域に根差した活動を行って参り

千葉銀行八街支店の泉水でございます。

たいと考えております。

この度12月1日付けで千葉銀行佐倉支店長を

併せまして、会計担当として、クラブの

拝命致しました。2年5ヶ月間大変ありがとう

皆様からお預かりするお金の受け入れ、支

ございました。

出の管理を厳正且つ公正に行って参ります。

初めてのロータリアンとして右も左もわか

よろしくお願い致します。

らないスタートでしたが、会員の皆様が

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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