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【出席報告】

例会

【会長挨拶】
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まずは本日予定されていたガバナー補佐来訪
ですが、林ガバナー補佐がコロナ濃厚接触者と
なってしまったため、急遽見送りとなりました。
コロナ感染も急激に広がっていますので、気を
付けながら、諸々の活動を続けていきたいと思
います。皆様もお気を付けください。
さて小倉ガバナー年度の第2790地区の地区ス
ローガンは「ロータリーの仲間との信頼を繋ぎ、
千葉から世界を変えていこう！」となっており
ます。ロータリー活動によって培われた仲間同
士の信頼・友情を繋ぎ、千葉という地域から世
界を少しずつでも変える奉仕活動を起こしてい
こうという趣旨だということです。私たちは
ロータリークラブを通して世界と繋がっており、
私たちの活動によって世界と地域を繋ぐことが
できるとのことで、ずいぶんとスケールの大き
な話に感じます。ですが、当クラブでは米山奨
学生チャンさんの世話クラブとして、またポリ
オ撲滅活動への参加、台北芝山RCとの交流など
ですでに世界と繋がっていることに思い当たり
ま し た 。 今後 は こう い った 活 動 を八 街 市と

竹村 信彦

奉仕の理想

第2790地区ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員長
久佐野 博史様（松戸RC）

【ニコニコボックス】
◇会長エレクトよろしくお願い致します
会長エレクト 小久保 和子
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結びつけることができると良いですね。本日は をお願いします。
第2790地区から久佐野インターアクト委員長が
ホスト校の千葉黎明高等学校様、西村理事長、
お見えになっています。林ガバナー補佐は親睦 吉田校長、根本教諭、ご協力をお願いします。
と交流を大切にされています。ロータリーでの
多くの人との交流を大切に楽しみましょう。8月
23日はインターアクトクラブ年次大会が千葉黎
明高校で開催されます。千葉黎明高校の生徒さ
司会 小久保和子会員
んたちが達成感と誇りを持てるように協力した 【クラブ協議会】
いと思いますのでよろしくお願い申し上げます。

＜管理運営委員会＞ 委員長 小久保 和子

【幹事報告】

幹事 川崎 尭信

◎八街市地域ぐるみ標語ポスター審査会の
ご案内
日時：2022年8月4日(木）14時より
場所：八街市保健福祉センター３F
◎八日市場RCより60周年記念誌と週報を
いただきました

【ご 挨 拶】
第2790地区インターアクト委員長
久佐野 博史様(松戸RC）

クラブの運営・親睦といった基礎をしっかり
と把握し、親睦・プログラム委員会の活動計画
に基づき活動を行なっていきたいと思います。
委員会の活動状況を定期的にクラブに報告し
委員の積極的な参加を働きかけて、例会の充
実・会員相互の一層の向上のために、諸活動の
工夫や新規行事の企画・提案を行い円滑な運営
に努めてまいります。
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

＜会

計＞

井岡 哲也

今年度も会計を担当させて頂きます井岡です。
会計の役割は、活動に関する全てのお金の受入
れ・支払いを厳正に管理させて頂くことと考えて
今年度インターアクト委員長を仰せつかって います。
おります。松戸ロータリークラブの久佐野です。 本年度は、年会費収入の減少が見込まれるとこ
第５５回年次大会のご協力をお願いに参りまし ろではありますが、引き続き役員理事・各委員
た。提唱クラブの八街ロータリークラブ様、竹 会・事務局の方々と連携を図って、適切に会計管
村会長、川崎幹事、小澤委員長を中心にご協力 理を行って参ります。
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状況につきましては適宜ご報告させて頂きます。 ＜会員増強＞
引き続き、ご指導・ご協力の程、よろしくお願
い致します。

＜S A A＞

委員長 鎌形 芳法

会場監督 綱島 清司

例会をはじめとするすべての会合が、明るく
楽しい雰囲気の中にも秩序正しく運営されるよ
う常に心を配り、クラブの気品と風紀を守りつ
つ、会合がその使命を発揮できるように管理・
運営に務めます。コロナ蔓延下の為、すべての
会合からクラスターが起こらないよう配慮しま
す。
会長、幹事、各委員会における報告・連絡事
項が正確になされるよう配慮し、例会運営が開
始から終了まで円滑に進むよう、親睦・プログ
ラム委員会と協力して努めます。
新会員がより多くの会員との交流を持ち、気
軽に出席できる雰囲気づくりを心がけるととも
に、ゲスト・ビジターの来訪の際はあたたかく
歓迎し、例会中は気持ちよく過ごして頂けるよ
う努めます。

＜親睦・プログラム＞ 委員長 林 政男

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。会員が減少し続ける現在、
会員増強は欠かすことの出来ない目標のひとつ
です。
ロータリー入会後まだ会員の紹介を成されて
いない方の会員紹介、また皆様のご協力をお願
い致します。

＜広報・公共ｲﾒｰｼﾞ向上＞
委員長 萬来 謙一

ロータリークラブの広報活動として、クラ
ブホームページとFacebookを活用していきま
す。
「八街ふれあい夏まつり」などのイベント
参加時には、ポリオ撲滅キャンペーンなど地
域に向けての広報活動も実施していきたいと
思います。
会員に対してはクラブ週報を作成し、クラ
ブの活動状況や諸連絡などを掲載していきた
いと思います。また、例会で発言された会員
は、３日以内に原稿を事務局に提出していた
だきたいと思いますので、ご協力をお願いい
たします。

先般、幕張で研修を受けてまいりました。
その中で会員の増強や親睦を図るには『楽し
くなければロターリーでない』とのことでし
た。今後は、その趣旨を活かし移動例会、夜
間例会等を通じて会員相互の親睦を図れる企
画を実施して参りたいと思います。
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＜職業奉仕＞

委員長 鈴木 慶夫

＜国際奉仕＞

本年度は新型コロナ感染症の流行も収まり、
例年の活動が復活推進できるかと思っていま
したら、ここにきて、また第７波の流行が始
まったように思います。その第７波がどの程
度の影響を及ぼすかわかりませんが、できる
限りの奉仕活動はしなければなりません。
今年度の国際大会は、親日国オーストラリ
アのメルボルンで来年５月下旬に開催されま
す。参加希望があればお申し出ください。す
でに千葉ナイトを開催するメルボルンのホテ
ルも予約済みの様です。ぜひ「赤い大陸」、
南半球で開催の国際大会に参加してみません
か。台北芝山ロータリークラブとの友好クラ
ブとしてのお付き合いは、コロナの影響を見
ながら進めていきたいと思いますが、相互訪
問は、会員数の減少で難しい面がありますが、
少なくともWeb上でのお付き合いはできるので
はないでしょうか。
また八街市の「国際交流協会」との協力関
係を考え、協会の行事にオブザーバー的な参
加を考えたり、卓話等の交流を考えます。
海外での大規模な自然災害等の義捐金には、
地区の方針に従って協力していきたい。

職業奉仕委員会の計画につきましては、増田
委員とも相談いたしました結果、会員各自は、
日々職業を通して社会奉仕を実践しているわけ
ですが、これをロータリーの委員会の事業活動
としてとらえると、例えば、経験豊富な会員の
方に、今までの職業を通しての社会貢献の経験
を踏まえて、お話していただき、これを参考に
職業奉仕のあり方を今一度考える機会としてい
ただく事業計画を考えております。

＜社会奉仕＞

委員長 高橋 宏一

委員長 伊藤 嘉一

＜青少年奉仕＞ 委員長 小澤 孝延
新型コロナ感染症が予断は許されませんが、
徐々におさまって来たこの頃であります。各地
で諸行事が再開をし始めたようです。
当クラブでも活動がままならない時が続いて
おりましたが、例年参加をしておりました「八
街ふれあい夏まつり」への参加を計画します。
また環境問題「SDGs」に関しても提唱されて
いる17項目のなか可能な取り組みを選択し、従
来行っている歳末たすけあい、金婚式助成や児
童の標語ポスター作成表彰等と共に活動を繋げ
ていきたいと思います。

今年度は、第54回年次大会が千葉黎明高等学
校と当クラブがホストを務め開催することにな
ります。西村清委員をはじめ、諸先輩方のご指
導を賜りながら実りある年次大会となるよう、
皆さまのご協力をお願いいたします。
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＜ロータリー財団＞

＜米山記念奨学会＞

委員長 笹川 英一

委員長 生形 健一

今年度何かと評判の良くないロータリー財団
本年度は5年ぶりに米山奨学生の世話クラブ
委員長を務めさせて頂きます。
になり、秀明大学3年生ベトナムのド・チャ
寄付はもう一つの奉仕活動ともいわれていま ン・ティ・トゥイさんを受け入れることになり
す。このところの急激な円安により一万円もド ました。
ルに換算しますと約７２ドルに目減り現象です。 毎月、第1例会はもちろん月2回は出席したい
今年はなるべく目標金額に近づけるように頑張 との申し出があり、ロータリーのその他の活動
ります。加えましてポリオプラスの寄付もここ にも参加して頂き、会員の皆様との交流を深め
数年ゼロとなっていましたので、そちらの方も ていきたいと思いますので、会員の方々には、
重ねましてご協力をお願いします。
心暖かく奨学生に接して頂けるようお願い致し
ます。
また、10月の米山月間には、特別寄付をよろ
しくお願い致します。

【2021年～22年度１００％出席表彰】

＊笹川 英一

＊小久保 和子

＊高橋 宏一

＊萬来 謙一

＊福田

＊生形 健一

＊鎌形 芳法

＊木村 利晴

＊林

＊川崎 尭信

＊小澤 孝延

＊竹村 信彦

＊鈴木 慶夫

＊井岡 哲也

政男

広報・公共イメージ向上委員会 ・ 萬来 謙一 ・ 小澤 孝延
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