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第2607回 2021年4月7日例会報告

【出席報告】
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【ニコニコボックス】
◇本人誕生日・関由美子会員・西村清会員(2月)

修正
出席率％

2

◇奥様・旦那様誕生日・木村利晴会員
・山本和男会員・笹川英一会員
・小久保和子会員・西村頼子会員(2月)

92.86

◇結婚記念日・伊藤嘉一会員・伊藤武雄会員
・荒木由光会員・小久保和子会員
・小澤孝延会員
・山本和男会員(2月)

・ 出席免除会員 3名 ）
通算出席率 90.76%

◇入学式無事終了(288名)

点

鐘

会長

◇新入会員2名入社、ただ今 研修中です。
竹村 信彦会員

木村 利晴

ソ ン グ

君が代、四つのテスト (静聴）

お 客 様

並木 孝治様（東金RC）

西村 清会員

【会長挨拶】

会長 木村 利晴

皆さんこんにちは！まだまだコロナ禍で収
束の兆しが見えない中、3月21日緊急事態宣言
が解除されました。3月24日より八街ロータ
リークラブの例会も再開されましたが、コロ
ナ感染拡大は、未だ、首都圏では下げ止まっ
たままの状態が続いております。また、大阪、
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より多くの母子に対する基本的な医療サービ
スの提供、保健従事者を対象とした研修、保
健ケアの提供、母子の健康に関連した仕事に
従事することを目指す専門職業人のための奨
学金の支援を強調する月間である。とされて
おります。

ウガンダ政府は3月、コロナウイルスの感
兵庫、宮城3府県の計6市では、「まん延防

染者が12件に満たない頃から、厳しいロック

止等重点措置」が5日よりスタート致しまし

ダウンや学校閉鎖を実施して迅速に対応しま

た。感染拡大を受け、大阪府と大阪市は市

したが、失業や移動制限のせいで妊娠中の女

内の飲食店に対策の徹底を求める「見回り

性が病院にいけないといった問題が生じまし

隊」を発足させ巡回を始めました。そのよ

た。カンバラにあるルバガ・ロータリークラ

うな中ではありますが、東京オリンピック

ブはこの情報を聞き、移動手段として救急車

開催に向け、聖火リレーが続いております。

を1台寄贈し、母子へのサポートをされました。

一時も早くコロナ感染拡大が収束され、無

また、安全な出産でホンジュラス（中央ア

事に東京五輪が開催され希望の灯が灯され

メリカ中部に位置する共和制国家）の母子を

ます事を願っております。

守る取り組みを、相模原橋本ロータリークラ

皆さんに、報告があります。大野会員が3

ブが現地のダンリロータリークラブ、岡山県

月31日を持ちまして退会されました。ロー

に本部を置く非営利法人AMDA社会開発機構

タリー年度での退会ではなく、ご自分の41

（AMDA-MINDS）と協力して、ロータリー財団

年の節目としての3月31日の退会としたいと

のグローバル補助金110,000ドル（約1,200万

のご意向でした。会員の皆様へ、「41年間

円）を活用した、新生児と妊産婦死亡率の改

お世話になりました。」とのことです。ご

善 を 目 的 と す る 「 EL

報告申し上げます。

Childbirth Project（エル

さて、今月4月は、「母子の健康月間」で

Paraiso

Safe

パライソでの安

全な出産プロジェクト）」を実施致しました。

す。

この様に世界中で母子を守る活動、取り組み

ロータリーは、すべての母子が栄養失調、

がされております。ロータリアンとしての意

適切な医療や衛生設備、教育の欠如などの

義を感じて頂ければ幸いです。

予防可能な原因で命を落とすことがあって

最後になりますが、ロータリアンの皆さま

はならないと考えます。6つの重点分野の1

と多くの人びとが、笑顔で過ごせます様ご祈

つ、「母子の健康」について、2014年10月

念申し上げ会長挨拶と致します。

RI理事会は、4月を重点分野：「母子の健康
月間」とした。5歳未満の幼児の死亡率と罹
患率の削減、妊婦の死亡率と罹患率の削減、
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【理事会報告】

幹事 竹村 信彦

2.成田RC60周年記念式典 4月23日(金)15時
成田ビューホテル
木村会長、竹村幹事の2名出席
3.ロータリー談義の集い 5月30日(日)
11時～14時 第2790地区ガバナー事務所
参加クラブ（船橋みなと・上総・柏南・
習志野・松戸西・八街）
招聘パストガバナー 櫻木英一郎氏
（千葉RC）木村会長出席

≪報告事項≫

4.会員増強について

1.会計報告

5.クラブ奉仕活動について
寄付や他団体との連携を検討する

2.第5回会長幹事会 4月15日(木)18時
ステーキハウスバッファロー(富里)
3.RLI パートⅠ（４月３日）・パートⅡ
（５月３１日）・パートⅢ(未定)
4.第3回インターアクト合同会議
4月20日(火)15時 千葉市民会館3F会議室
参加者 小久保青少年奉仕委員長

【幹事報告】

◎八街市より感謝状をいただきました

5.地区研修・協議会 4月25日(日) 13時点鍾
アパホテル＆リゾート幕張
笹川会長エレクト、小久保次期幹事、
生形米山記念奨学委員

◎会長幹事会のお知らせ
日時：2021年4月15日(木)18時より
場所：ステーキハウスロイヤルバッファロー
◎インターアクト合同会議開催
日時：2021年4月20日(火)15:00～
場所：千葉市民会館 3階

6.2020-21年度地区大会 5月9日(日)13時点鍾
アパホテル＆リゾート幕張
現地参加は木村会長、竹村幹事のみ、
他会員はオンライン動画視聴
7.地区大会記念ゴルフ大会
木村会長、西村会員

幹事 竹村 信彦

◎ロータリー談義の集い
日時：2021年5月30日(日）11時から14時
会場：ガバナー事務所

5月17日(月)

◎「令和3年度八街市戦没者追悼式」の開催
延期について

8.大野会員退会 3月末日付
今年度中の会場監督SAAおよび理事会出席は
福田会員が引き継ぐ

◎4月ロータリーレート
1ドル＝110円

≪審議事項≫
1.今後の例会開催の開催について
4月7日、14日、21日は通常例会 28日は
休会
5月12日、19日は通常例会
26日はIM(成田ビューホテル)
5日は休会
6月2日、9日、23日は通常例会
16日、30日は休会
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【新会員挨拶】

福田 博隆会員

【退会挨拶】

4月1日付の人事異動で、京葉銀行さつきが

幸 克己会員

4月1日付の人事異動で、印西支店に転勤す

丘支店より八街支店に転勤になりました福田

ることになりました。

と申します。

会員の皆様には、公私ともご指導ご鞭撻を

ロータリークラブは初心者で、昭和48年生

賜りまして誠にありがとうございました。

まれ 47才の若輩でございます。皆様にはご

八街ロータリークラブの今後益々のご発展と

迷惑をおかけしますが、精一杯頑張りますの

会員の皆様のご健勝をお祈り申し上げます。

で、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願いします。

2年9ヶ月、たいへんお世話になりました。

木村会長より入会グッズを進呈

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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