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RI会長：シェカール・メータ
Calcutta-Mahanagar RC （インド）

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2631回 2022年3月23日例会報告

【出席報告】

例会

SAA 林 政男
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3

83.33

【ニコニコボックス】

（ 名誉会員 3名

・ 出席免除会員 3名 ）
通算出席率 91.4%
1/12メークアップ3名・福田会員、木村会員、
井岡会員（理事会）

◇本人誕生日
・生形健一会員・竹村信彦会員（2月）
点

鐘

会長

斉

唱

君 が 代

ソ ン グ

◇旦那様・奥様誕生日 福田守会員
・生形健一会員(1月）・荒木由光会員(2月）
・西村頼子会員(2月）

笹川 英一

◇結婚記念日・笹川英一会員
・鈴木慶夫会員(2月）

四つのテスト
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【会長挨拶】

会長 笹川 英一

【理事会報告】

皆さんお久しぶりです。お元気でしたか？
６３日ぶりのリアル通常例会となります。そ
の間に八街のコロナ感染者は３０００名を超
え、自然災害では海底火山爆発によるトンガ
王国の津波被害、先週の福島・宮城で震度６
強の地震による被害が発生しました。それか
らロシア軍によるウクライナ侵攻など戦闘が
続いています。ウクライナ情勢に対して国際
ロータリーが次の声明を発表しています。ウ
クライナと世界の人々にとって痛ましく悲惨
な状況となっています。ロータリーはウクラ
イナにおける状況悪化と、人命に損失及び人
道的苦難が続けば地域の荒廃を招くだけでな
く、欧州と世界にも悲惨な結果がひろがる恐
れがあります。世界最大の人道支援団体の一
つとして、ロータリーは「平和」を世界的使
命の礎としてきました。私たちは国際社会と
共に即座の停戦、ロシア軍の撤退及び対話を
通じた対立解決のための外交努力の再開を求
めます。過去１０年間ウクライナ・ロシア・
及び近隣諸国のロータリークラブは、国の違
いを超えて親善を推進し戦争や暴力の被害者
への支援を先導する平和構築プロジェクトに
積極的に取り組んできました。私たちは今こ
の悲劇的な出来事に直面しているウクライナ
のロータリー会員や人々のために祈ります。
国際ロータリーは救援物資や支援を提供しウ
クライナ地域に平和をもたらすために全力を
尽くします。
これに関しましてウクライナ支援と並びに
トンガ王国津波被害支援のお願いが来ていま
すので会員の皆様に是非とも協力お願いいた
します。今日は後半にグループディスカッ
ションを予定しています。こちらからテーマ
をお願いしますのでよろしくお願いします。
その内容に関しましてはクラブ戦略計画の参
考にさせて頂きます。

幹事 小久保 和子

― 2月2日(水）Zoom理事会 ―
≪報告事項≫
1.1月19日(水)次年度会長・幹事会 会場
ビューホテル成田 川崎副幹事参加
・11月16日次年度ガバナー公式訪問は
富里RCと合同で行う

2.1月27日(木)第4回会長・幹事会(白井RC担当)
笹川会長・小久保幹事参加(zoom)
3.1月29日(土)財団補助金セミナー
笹川会長参加(zoom)
4.2月5日(土)RLIパートⅠ
小久保幹事参加(zoom)
5.会長エレクト研修セミナー3月12日(土)・
26(土) 竹村会長エレクト参加
6.第10グループゴルフコンペ（白井ＲＣ担当）
3月10日(木)船橋カントリー倶楽部
・今回、当クラブ参加者なし
≪審議事項≫
1.2月17日(木)会員基盤向上セミナーについて
会長・会長エレクト・次年度幹事の3名は会
場参加(ビューホテル成田)
その他の会員はzoomで参加(会長から説明文
がメールにて届きます)
2.まん延防止等重点措置
1月26日(水)から2月末まで例会中止
次回例会は3月2日(水)開催予定(理事会あり)
延長時は理事会のみzoomで行う
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― 3月2日(水）Zoom理事会 ―

【幹事報告】

幹事 小久保 和子

≪報告事項≫

◎米山オリエンテーションのご案内
日時：令和4年4月9日(土）14時30分受付
会場：三井ガーデンホテル千葉

1.2月17日(木)会員基盤向上セミナー 会長・
会長エレクト・次年度幹事参加
クラブ活力テストを利用してこれからの
目標を明確にしていく
印西RCのプレ入会も良かった

◎地区大会記念ゴルフのご案内
日時：令和4年5月23日(月）6時50分受付
場所：東急セブンハンドレッドクラブ
◎会長幹事会のご案内
日時：令和4年4月21日(木）18時より
会場：バッファロー

2.3月2日（水）堀口ガバナー補佐来訪予定延期
日程が決まり次第お知らせします

◎RYLAセミナーのご案内
日時：令和4年6月25日(土）
会場：ホテルニューオータニ幕張

3.3月5日(土)RLIパートⅡ
小久保幹事参加(zoom)
4.3月9日(水)第3回インターアクト合同会議
千葉市民会館 小久保幹事参加

◎ロータリー災害救援基金寄付のお願い
・トンガ王国海底火山噴火
・ウクライナ緊急支援

5.会長エレクト研修セミナー3月12日(土)・
26(土) 竹村会長エレクト参加

◎ロータリーの友購読料改正のお知らせ
200円から250円（税別）に値上げ

6.第10グループゴルフコンペ（白井ＲＣ担当）
3月10日(木)船橋カントリー倶楽部
八街RCからの参加なし

◎千葉黎明高校卒業式及び入学式について
新型コロナウィルス等の感染防止のため
関係者のみで執り行うとのこと

7.3月12日(土)黎明高等学校卒業証書授与式
会長参列見合わせ

◎八街市社会福祉協議会より歳末たすけあい
募金のお礼状をいただきました

≪審議事項≫

◎地区主要会議のお知らせ
・地区研修協議会4/29アパ幕張
・地区大会10/8マンハッタン10/9アパ幕張
・フェアウェルパーティ6/23

1.5月14日(土)親睦旅行 決行予定なので親睦
委員会にプラン作成をお願いする
2.まん延防止等重点措置
3月2日(水)まで例会中止
(理事会のみzoom開催)
次回例会は3月9日(水)開催予定
延長した場合は3月23日(水)に例会を
開催予定(23，30日休会を例会に変更する)

◎印西RC例会変更のお知らせ
・移動例会…3月30日木下交流の杜
・休会…4月27日、5月4日
・クラブ旅行（八丈島）4月20日～21日

3.活力テストを実施する。
回答して事務局に提出お願いします

八街RC 4月 例会スケジュール
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4月 6日(水）

理事会・俳人行方様来訪

4月 13日(水）

通常例会

4月 20日(水）

通常例会

4月 27日(水）

休

会

【寄付表彰】

【グループディスカッション】
１：これからの例会はどうあるべきか
・外部卓話も多方面から集ってほしい
・最近面白くないこのままではどうかと思う
・自分の知らないことが聞けるといい、
・会長の話も月１回でよろしい
・移動例会を増やしてほしい、
・会社見学他業界の世界を知る機会を設けたい、
・もう少しアクティブな例会にした方がよい。
２：今後の恒久的な奉仕活動
・ふれあい夏まつりへの出店
・ポリオ募金
・小中学生登下校見守り隊の支援
・ピーナツマラソンの支援
これらをたたき台にして社会奉仕委員会に取り
まとめしてもらう。

◇米山記念奨学会マルチプル第3回目
福田 守会員
◇ロータリー財団マルチプル第2回目
萬来 謙一会員

【委員会報告】

米山記念奨学委員会
委員長 生形 健一

八街クラブが米山奨学生の世話クラブにな
りました。秀明大学のド・チャンティトウイ
さんで、国はベトナムです。
4月からお世話になるのでよろしくお願いし
ます。

広報・公共イメージ向上委員会 ・ 萬来 謙一 ・ 川崎 尭信
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