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会長 笹川 英一 ・ 会長エレクト 竹村 信彦 ・ 副会長 小久保 和子 ・ 幹事 小久保 和子

第2616回 2021年7月7日例会報告
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【ニコニコボックス】
◇本人誕生日・福田 守会員
◇奥様誕生日・川崎 尭信会員

修正
出席率％

◇会長着任しました。よろしくお願いします。
会長 笹川 英一

88.89

◇幹事になりました。よろしくお願い致します。
幹事 小久保 和子

・ 出席免除会員 3名 ）
通算出席率 89.11%

◇新年度一年よろしくお願いします。
管理運営委員長 竹村 信彦
◇頑張ります。
点

鐘

会長

斉

唱

君 が 代

ソ ン グ

増強委員長

福田

守

◇広報一年間宜しくお願いします。

笹川 英一

広報委員長

萬来 謙一

◇一年間よろしくお願いします。
職業奉仕委員長

四つのテスト

鎌形 芳法

◇一年間よろしくお願いします。
社会奉仕委員長

川崎 尭信

◇今年度も国際奉仕委員長です。よろしく

笹川会長年度
スタート‼

国際奉仕委員長

高橋 宏一

◇一年間お願いします。
青少年奉仕委員長 小澤 孝延

◇一年間よろしくお願いします。
米山記念奨学会委員長
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生形 健一

【会長挨拶】

会長 笹川 英一

転覆、沈没しないように船頭としての役割を果
たしていきたいと思います。
今夜は七夕です、皆さん何か願い事でもして、
コロナ禍の梅雨時をストレスを溜めずに健やか
に過ごしてください。

【理事会報告】

幹事 小久保 和子

RI会長シェカール・メータさんはビデオ
メッセージでこう話していました。
国際ロータリークラブはここ２０〜３０年
間会員数が１２０万人でほとんど増加の傾向
がない、あと１０万人の仲間を集めましょ
う！八街ロータリークラブも現在会員総数２
５名、ベテラン会員が多数退会してしまい淋
しく感じています。

≪報告事項≫
1.前会長、幹事への記念品について
会長 (ボールペン） 幹事（万年筆）

当クラブの中長期戦略として３０名会員の
増強、維持に最大限の行動、努力を会員皆様

2.次年度活動行事予定
・ガバナー補佐来訪 7月14日(水)公式訪問前
八街商工会議所3F

の協力を得まして何とか成し遂げていきたい
と思います。
次にRI会長は「港の入り江に停泊している

・ガバナー公式訪問 8月4日(水)
八街商工会議所３F

だけではいけません、マゼランやエンリケ航
海王子のように大海へ漕ぎ出しましょう！」

・地区大会 10月31日(土)
アパホテル東京ベイ幕張

これは大きな改革時期にある事を示している
のだと思います。２７９０地区もDLP（地区

3.会長・幹事会 7月29日（木）
成田ビューホテル 笹川会長・小久保幹事

リーダーシップ・プラン
District

Leadership Plan)を確立して２年

4.第1回インターアクト合同会議
6月29日（火） 小久保幹事

後の２０２３-２４年度のグループ再編成に動
き出ています。ロータリーのシンボルマーク

・年次大会(オンライン)8月18日（水）
次年度ホストRC挨拶 笹川会長

をご覧になるとわかると思いますが、これは
平歯車、私ども機械や仲間ではベベルギヤと

5.八街ふれあい夏まつり中止

申しています。当クラブはここの所このギヤ
がリズムよく回転せずに少しギクシャクして

6.会費の口座振替日について（7月14日(水)）

いましたが、力合わせて大海へ漕ぎ出し、

7.その他
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【クラブ協議会】

≪審議事項≫
1.クラブ協議会開催について

司会 管理運営委員長
竹村 信彦

2.ガバナーノミニー・デジグネート候補者推薦依頼
3.ロータリー青少年交換留学生募集
申込期限2021年8月25日（水）当日消印有効
4.RLI卒後コース 7月23日(金）千葉市民会館
5.クラブ中長期戦略について
(案)・活動テーマ設定（健康・職業教育など）
会員増強、親睦も強化する
・ドローンの奉仕活動を継続する
・飲酒運転撲滅運動等に積極的に参加する
・外部卓話者 鈴木親睦プログラム
委員長を中心に施行

＜管理運営＞

委員長 竹村 信彦

今年度の管理運営委員長を拝命いたしまし
た。役目はクラブを活性させることと考え、

6.その他

各委員会の活動調整と会員コミュニケーショ
ン、会員増強などに取り組んでまいります。

【幹事報告】

幹事 小久保 和子

前年度幹事として活動がうまく進められな

◎静岡県熱海市伊豆山地区土石流災害支援
及び第2790地区内の被害状況確認について

かった反省を踏まえて、引き続きのコロナ禍

◎ロータリー100周年記念誌について
ご希望の方は事務局まで

的なものとなるよう、将来的なクラブの在り

◎研修委員会アンケートについて

ます。

ではありますが前向きに、また各活動が持続

方をテーマに会員の皆様と協議したいと思い

◎受贈週報等…白井RC、八日市場RC
黎明高校学校案内

＜会

計＞

会計担当 井岡 哲也

【会長・幹事交代 バッジの引継ぎ】

会計の役割は、クラブ活動に関わる全ての
木村 利晴直前会長

⇔

笹川 英一会長

竹村 信彦直前幹事

⇔

小久保 和子幹事

金銭の受入れ・支払いを厳正且つ公正に行う

ことにあると考えます。
本年度も役員理事・各委員会・事務局と
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連携を図って適切に会計管理を行うとともに、

会員皆様のご理解とご協力のもと進めてまい

結果について適宜ご報告させて頂きます。会

りたいと思いますので、よろしくお願い申し上

員の方々のご指導・ご協力の程、よろしくお

げます。

願い致します。

＜会員増強・退会防止＞
委員長

＜親睦・プログラム＞
委員長 鈴木 慶夫

福田 守

本年度、会員増強・退会防止委員会委員長
を仰せつかりました。
親睦に於いては新型コロナの変異種の拡大

委員会は、大畑会員、荒木会員と私の3名で

による第三次緊急事態宣言やまん延防止等重

構成いたしますが、会員の皆様全員が増強委

点措置が施行されるなかで厳しい先行き状況

員になったつもりでご協力頂き、増強に努め

が想定されますが、このような中においても

たいと思います。昨年度入会者は1名でした

通年通りの旅行や夜間例会等可能な限り機会

が、年度末になってバタバタと5名の退会者

を見出して実施に取り組み、あるいは会員の

を出してしまい、現在会員数25名のクラブに

皆様からご意見をいただきまして新たな親睦

なってしまいました。新型コロナウイルスの

イベントにチャレンジし会員相互の親睦を深

感染が再拡大している中、経済の先行きも不

めてまいりたいと思います。

透明感がぬぐえません。そんな経済状況の中、

次にプログラムですが会員の見識を高め、

増強もなかなか厳しいものがあるとは思いま

コミュニケーション力を深めること等に貢献

すが、全会員のご協力を頂きながら、ロータ

するために充実した例会を目指します。この

リーの奉仕の精神の普及を通して、一人でも

ため、会員の職業経験等からの活きた卓話あ

多くの会員の増強に努めたいと思います。

るいは八街をはじめ外部の有識者等を招いて

ロータリーの究極の目的は、「奉仕の理

の有益な卓話をいただくことに努めます。ま

想」の実現にあります。そんな目的達成の為

た、会員相互の理解と交流を推進するために

には一人でも多くの仲間が必要です。皆様の

会員の職場訪問等を兼ねた移動例会にも積極

ご協力をお願い致します。

的に取り組みたいと思います。コロナの終息
を強く期待しながらの年間事業の計画ですが
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＜広報・公共イメージ向上＞
委員長 萬来 謙一

からそれぞれの職業を通しての秘話などをお話

いただきたく存じます。宜しくお願いいたしま
す。

＜社会奉仕＞ 委員長 川崎 尭信

前年度に続き広報委員会を担当します。委
員会は川崎会員と二人です。クラブホーム
ページ、Facebookの活用と週報を事務局に協
力していただき発行していきます。例会で発

社会奉仕委員会の委員長を仰せつかった川

言された会員は、3日以内に原稿を事務局に

崎です。林委員、綱島委員とともに一年間よ

提出していただきたいと思います。ご協力を

ろしくお願い致します。

お願いいたします。

ロータリーの目的である「奉仕の理念」に
基づき、社会に奉仕する精神と個々の職業上

＜職業奉仕＞ 委員長

の高い倫理基準を保ち、地域に根差した社会

鎌形 芳法

奉仕活動を目指して参ります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大は私
たちの生活様式を大きく変えました。身近な
地域に於いては「八街ふれあい夏まつり」を
はじめ大小さまざまなイベントや交流の場が
中止もしくは縮小となっています。
また個々の仕事や生活にも直接の影響を受
コロナウィルスの更なる感染拡大の中、ワク

けている方たちも多々存在するかと思われま

チン接種も予定が立たない状況ではあります

す。そのような社会情勢の中で八街ロータ

が、ロータリーの根幹である職業奉仕を通じ

リークラブが地域に向けて、また人々に向け

て社会に貢献することが大切であり欠かせな

て何ができるのか、何を必要とされているの

いことであると思います。本年は他の委員会
と連携して地元地域にプラス（活性化）にな
るような活動を目指したいと思います。また
本年もプログラムの卓話において会員の皆様

かを見つめ「奉仕の理念」に基づき社会奉仕
活動を行えたらと考えます。その為にも会員
皆様方のお知恵を借り、ご指導ご協力をお願
い致します。

広報・公共イメージ向上委員会 ・ 萬来 謙一 ・ 川崎 尭信
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