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第2615回 2021年6月23日例会報告

【出席報告】

例会

◇1年間 ご協力有難うございました。
木村利晴会長

SAA 伊藤 武雄

出席計
算会員 出席 欠席
数

6/23
28
23
6/ 2
29
22
会員総数 29名
（ 名誉会員 4名

5
7

出席
率％

ＭＵ

82.14
75.86
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修正
出席率％

◇1年間お世話になりました。 竹村信彦幹事

◇途中からですがSAAでお世話になりました。
会場監督 福田 守会員

82.76

◇1年間ありがとうございました。
小澤孝延 親睦プログラム委員長

・ 出席免除会員 3名 ）
通算出席率 88.89%

◇1年間ありがとうございました。
大畑喜信 会員増強委員長
点

鐘

ソ ン グ

会長

◇1年間ありがとうございました。
萬来謙一 広報委員長

木村 利晴

我等の生業 (静聴）
◇1年間お世話になりました。
鎌形芳法 職業奉仕委員長
◇1年間ありがとうございました。
川崎尭信 社会奉仕委員長

【ニコニコボックス】

◇1年間国際奉仕委員長として何もできませんでし
た。プラスその他。 高橋宏一 国際奉仕委員長

◇20年間お世話様になり少しは成長出来たと
感謝いたします。
槍木勝典会員

◇1年間ありがとうございました。
増田 繁 ロータリー財団委員長

◇13年間お世話になりました。
山本和男会員

◇ 1年間ありがとうございました
生形健一 米山記念奨学会委員長
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【会長挨拶】

会長 木村 利晴

昨春、自ら新型コロナに感染したウイルス
の感染症学者、ピーター・ピオット博士（当時
71歳）の体験談です。
彼が感染を疑ったのは3月19日。それから1
週間後にPCR検査を受け、4月1日に入院。幸い、
ICU（集中治療室）ではなく、緊急治療室に入
院。1週間、酸素マスクを着け、ただただ天井
を眺めて過ごし、4月9日に退院したが、発症か

皆さんこんにちは！

ら4か月たっても、体調は100％回復していない。

本日は、木村年度最後の会長挨拶になりま

彼いわく、新型コロナ禍の理論上の出口戦

す。年度の初めに、本年度は多くの周年記念

略には、三つのシナリオが予想されるという。

が重なり、我が人生の中で最も節目の多い年

一つ目は、このウイルスが劇的に変化して、

になり、竹に例え、それを乗り越えることに

毒性も伝染力も通常の風邪程度に弱くなること。

よって竹の様にしなやかで強靭な自分が形成

そのためには人同士が距離を保つ生活を続けて、

されるのではないかと期待し、ご挨拶をさせ

感染のスピードが遅くなれば、ウイルスは次第

て頂きました。しかし、新型コロナウイルス

に弱毒化する。

の拡散は止められず、感染は拡大し収束の兆

二つ目は、集団免疫。人口の7割程度が感染

しが見えない中、1年が過ぎてしまいました。

し、獲得免疫ができること。しかし、集団免疫

緊急事態宣言が発令され、また、コロナワク

を獲得するまでにどれだけの人たちが犠牲にな

チン接種が今年5月より始まり、多少の効果は、 るか、想像しただけでも恐ろしい。
確認されてきているように感じられます。コ

三つ目、唯一のリアルな戦略がワクチンの

ロナワクチン接種により精神的な安心感が広

開発・接種。ただ、有効なワクチンができるか

がり、動揺が抑えられているようにも見受け

どうかは不明。一部の国（当時）でワクチン接

られます。そんなコロナ禍でのロータリー活

種が始まったが、0.01％でも副反応があれば、

動は、かなり規制され十分な活動ができない

最大何十万人もの人が副反応に悩まされること

状態でした。世界大会がバーチャル大会とな

になるかもしれない。

り、各委員会がリモートでのZOOM開催となり、

医療崩壊など、様々な課題を抱えているコ

会議の開催方法も変化してきております。収

ロナ禍ではあるが、最も大きな問題は、人間関

束への形が見えず悩んでいる方も多くおられ

係の変化ではないだろうか。8割位の軽症者も

ると思います。ロータリーの友6月号に「コロ

しくは無症状者が集まったり、移動したりする

ナ禍、何が一番大きな問題か？」という興味

うちに、感染を拡大していくというウイルスの

深いテーマでコラムが掲載されておりました

戦略。つまり、あなたは私にとって脅威かもし

のでご紹介致します。

れない。私もあなたにとって脅威かもしれない。
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目の前にいるあなたがコロナに感染している

再三再四、不快な思いをさせております事、

かもしれないという、人と人との繋がりを断

申し訳なく大変恐縮に存じます。会員の皆様

ち切る分断ではないだろうか。

におかれましては、今後における八街クラブ

人間は、信頼できる仲間の数を増やすよう

と第10グループとの関係も考慮に入れて、前

に進化し、集まって移動することによって発

向きなご協議をして頂きたく宜しくお願い致

展してきたが、この先それが崩されてしまう

します。

かもしれない。今、距離を保ちながらも、同

最後になりますが、ロータリアンの皆さ

じものを見て、同じものを聞いて感動を共有

まと多くの人びとが、笑顔で過ごせます様ご

する力、もしくは、「誰のための社会を築い

祈念申し上げ会長挨拶と致します。

ていくのか？どんな幸せの姿を求めていくの

一年間ありがとうございました。

か？」という深い思考でつながる人間関係が、
今後さらに求められているのではないだろう
か？とこのように、問題提起されております。

【幹事報告】

幹事 竹村 信彦

人間の持っている無限の能力を信じ、私たち
は、私たちなりに、今できることを最善を尽
くして実行していくことが重要と考えます。
木村年度は、コロナで始まり、コロナで終わ
る年度でありましたが、何とか、例会は休ま

ず続けられましたこと、3回ではありましたが、
健康講座を開催できましたこと、八街市児童
館に空気活性化装置ととなりのトトロ掛け時

◎2022-23年度ガバナー補佐について
（2021-22年度堀口ガバナー補佐より）

計を寄贈できましたこと、皆様のご理解とご
協力に感謝いたします。尚、至らぬ点といた

◎6月末日退会者
・関由美子会員
・山本和男会員

しまして、ガバナー補佐推薦に当たり、推薦
制度の変更もありましたが、私の認識の甘さ
もあり、混乱を招き会員の皆様に不快な感情

・槍木勝典会員
・野村英雄会員

◎例会変更のお知らせ（成田RC）
7月23日(金）祝日休会

を抱かせてしまったこと深くお詫び申し上げ
ます。この件に関しましては、前回協議し決

八街RC 7月例会スケジュール

議したところではございますが、高橋会員よ

7月 7日(水）

理事会・クラブ協議会

7月 14日(水）

クラブ協議会・堀口G補佐来訪

7月 21日(水）

休会（祝日振替）

7月 28日(水）

通常例会

り再度協議して欲しいとのお手紙を頂き、他
の会員からも再協議のお声を頂きましたので、
この後の例会の中で再度ご協議願えればと
思っております。福田さんにおかれましては、
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【退会の挨拶】

関 由美子会員

【退会の挨拶】

こんにちは！こちらに立ってお話をさせて

山本 和男会員

この度、私は一身上の都合により今期を

いただくのも今日が最後となります。

もって退会させて頂くことと致しました。八

入会してから今年で25年の節目となります

街ロータリークラブには平成19年に入会させ

ので卒業をさせていただくこととなりました。 て頂き13年間お世話になりました。この間い
ロータリー会員として25年、その前にお仕事

ろいろと勉強させられたこと、大変だったこ

として出入りをさせていただいておりました

と、楽しかったこと、ありましたがあっとい

のでトータル34年間の長年にわたるロータ

う間の13年だったような気がします。クラブ

リークラブとのおつき合いでございました。

の皆様には良くして頂きお世話になりっぱな

又、八街ロータリークラブ初めての女性会員

しで身勝手ながら退会させて頂き申し訳あり

として入会をさせていただきまして皆様方に

ません。最後に長いことお世話になったこと

は大変良くしていただきました。女性会員が1

に感謝申し上げ、退会の挨拶とさせて頂きま

人の時が長かった為、事務局の松原さんには

す。お世話になりましたありがとうございま

沢山のサポートをいただきまして本当に感謝

した。

しております。これからも八街ロータリーク

又、本日休まれていますグランプラスの野

ラブの良き理解者の1人と致しまして陰ながら

村さんですが、やはり退会されることになり

応援をさせていただきたいと思っております。 ました。野村さんに於いてはこのところ体調
八街ロータリークラブのますますのご発展

を崩され例会も休みがちで、今しばらく療養

と会員皆様方のご健康をご祈念申し上げ挨拶

が必要とのことで退会することになりました。

と代えさせていただきます。本当に長い間お

つきましては「皆様にはお世話になりまし

世話になりまして有難うございました。

た。」と宜しく伝えてくださいとのことでし
た。
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【クラブ協議会】

司会 幹事 竹村 信彦

＜管理運営＞

委員長 笹川 英一

＜社会奉仕＞

委員長 川崎 尭信

社会奉仕委員会の川崎です。林会員、鈴木
会員、綱島会員と共に１年間活動して参りま

緊急事態宣言に続き蔓延防止とあらゆる規

した。と言いましても、「八街ふれあい夏ま

制協力要請の中でロータリーの原点である奉

つり」等各行事が中止となり各委員会同様計

仕活動がほとんど行うことが出来ずに一年経

画された活動が出来ない１年でもありました。

過してしまい、何の提案も行えず反省するば

その様な状況の中で会員の皆様には「赤い羽

かりです。次年度会長として少しでも八街

募金」と「歳末たすけあい」にご協力いただ

ロータリークラブが前向きに活動できるよう

きありがとうございました。ことに「歳末た

に努力していきます。

すけあい」では会員の皆様よりの27,000円と

一年間ご協力ありがとうございました。信

委員会予算より30,000円を合計いたしまして
57,000円を社会福祉協議会へお渡しすること

＜職業奉仕＞

委員長 鎌形 芳法

ができました。このコロナ禍の状況が一日で
も早く終息し平安な日々が戻って参りますこ
とを祈念し報告とさせていただきます。
１年間ありがとうございました。

今年度は平野会員・槍木会員と３名で進め
てきました。年度初めに親睦プログラム委員
会と連携して会員卓話の中でそれぞれの職業
に関してのお話を頂ければと企画しましたが、
コロナ感染による緊急事態宣言等により通常
の例会ができなくなり例会も大きく変化しま
した。今後は一日も早く終息することを願い
何か新しい企画を模索したいと考えます。
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＜ロータリー財団＞

委員長 増田 繁

今年度は委員会としては、コロナの影響であ
まり活動が出来ませんでしたが、引き続き米
山記念奨学会の活動にご理解ご協力を宜しく
お願い致します。

【次々年度G補佐推薦について】
今年度、地区財団寄付はコロナ禍の中、全

前回と今回の例会に於いて、次々年度

会員のご協力により目標を達成出来ました。

のガバナー補佐の推薦について例会出席

ポリオ撲滅活動については、夏まつり、産業

者で協議しました。

まつり等が中止となり広報・募金活動等が出

次年度の堀口ガバナー補佐より福田守

来ませんでした。今年度は少しの活動しか出

会員の推薦をいただきましたが、最終的

来なかった事を申し訳なく思っています。次

には福田会員より、「今回はお引き受け

年度も微力ながら協力していきたいと思いま

しない方向で」ということで次々年度は

す。一年間ご協力ありがとうございました。

当クラブからの補佐は推薦しないと決定
いたしました。

＜米山記念奨学会＞

委員長 生形 健一

今年度も皆様のご協力のおかげで普通寄付
金の他、10月の米山月間においての特別寄付
金も頂き、誠に有難うございました。
これまでに八街ロータリークラブとして創
立以来寄付総額も3,000万円にもなりました。

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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