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会長 竹村 信彦 ・ 会長エレクト 小久保 和子 ・ 副会長 川崎 尭信 ・ 幹事 川崎 尭信

第2646回 2022年8月3日例会報告

【出席報告】
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・ 出席免除会員 3名 ）
通算出席率 85.75%

竹村 信彦

四つのテスト
第10グループ
ガバナー補佐 林 康博様
補佐幹事 菊地 裕文様
米山奨学生
ド ティ トゥイ チャン様

【ニコニコボックス】

◇本人誕生日 ・伊藤嘉一会員 ・高橋宏一会員
・荒木由光会員 ・岩間 進会員
◇奥様誕生日 ・竹村信彦会員 ・鈴木慶夫会員
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【会長挨拶】

会長 竹村 信彦

本日は林康博ガバナー補佐が来訪されてお
ります。後程第10グループの今年度の方針等
をお聞かせいただきたいと存じます。
さて今月8月は、会員増強・新クラブ結成推
進月間となっています。会員増強、新会員の
勧誘というのは、心身ともに実に多大な労力
を伴い負担に感じる方が多い活動です。ただ
それ以上に新しい会員に入っていただき、よ
く知らなかった業種業界の話を聞き、新会員
の新たな考え方に接することが刺激になり、
私たちの見聞も広がります。また新会員の方
にロータリークラブを楽しんでもらおうと思
い接することが結果としてクラブの活性化に
つながり、あの方に入ってもらえてよかった
と実感するのだと思います。前からいらっ
しゃる会員の皆さんは恐らく何度もそういっ
た経験をされてきたことでしょう。
私は存じませんが昔会員数が多く、にぎや
かに活動していた頃の八街ロータリークラブ
はどんな様子だったのでしょうか？
そして今後五年後、十年後の当クラブはど
のような形であったらよいのでしょうか？
私はわたしたち会員自身がロータリークラブ
を楽しみ、入会対象者にロータリアンである
ことの楽しさを伝え、会員を増やし、より楽
しい引き出しの多いクラブになることを願い
ます。

【理事会報告】

副幹事 小澤 孝延

≪報告事項≫
1.本日、林ガバナー補佐が来訪されます
2.7月14日（木）成田RC主催にて会長・幹事会
が開催されました
・場所：成田上町「菊屋」出席：竹村会長
／川崎幹事 飲食なしでの開催
3.出席報告の提出要請がありました
・小倉ガバナーの意向により従来通り出席
報告を提出する

4.3クラブ合同例会（成田CP、富里、白井）が
開催されます
・8月31日（水）：会長／幹事に出席依頼が
来ています
5.6クラブ及びポリオプラス委員会合同例会が
開催されます
・9月28日（水）18時点鐘：ホテル日航成田
・日中は久能カントリークラブにて
ゴルフコンペ
6.ロータリー情報研修会が開催されます
・11月24日（木）アートホテル成田
（旧ビューホテル）
・3～5年目くらいの会員対象で当クラブで
は対象となる会員はいないが、前記対象に
限らず多くの方の参加を募集する
7.IMが開催されます
・2023年2月16日（木）ホテルマイステイズ
プレミア成田（旧成田エクセルホテル東急）
8.各委員会セミナー
・8月20日奉仕セミナーはZoom開催、
高橋会員・小澤会員参加
・8月27日米山セミナーは生形会員出席
・9月17日財団セミナーは笹川会員Zoom参加
9.8月10日 移動例会 会場：一番いけす
12時から食事開始、12時30分点鐘
・10月1日（土）
研修系3委員会合同セミナー
：ＴＫＰガーデンシティ千葉
会長、幹事、研修リーダー参加予定
・5月国際大会：メルボルンの予定
≪審議事項≫
1.ガバナー補佐来訪について
2.インターアクト年次大会について
（出欠／手伝いなど）
・8月23日（火）開催に向け準備中
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・8月1日（月）新型コロナウイルス感染症蔓
延に伴いオンラインでの開催と決定
・八街市等からの配布資料やお土産等は各学
校宛てに郵送する（22日（月）着発送）
・登録料3,000円は予定通り徴収する
・千葉黎明高等学校より会場提供について
断りの連絡あり → 八街商工会議所3階
大ホールへ変更となる

◎米山委員長セミナーのご案内
日時：2022年8月27日(土）13時点鐘
会場：三井ガーデンホテル千葉

3.八街ふれあい夏まつりについて
・新型コロナウイルス感染症蔓延及び熱中症
による地域医療等への影響を鑑み、八街
ロータリークラブとしての参加はしない
ことと決定
・エンドポリオの赤Tシャツ→富里RC松永さ
んへお断りの連絡
・8月の例会は3日(水)10日(水)一番いけす
12：00食事開始、
24日（水）振替休会→通常例会とする

◎インターアクト年次大会のご案内
日時：2022年8月23日(火）10時開会
会場：八街商工会議所3階大ホール

◎研修系３委員会合同セミナーのご案内
日時：2022年10月1日(土）14時点鐘
会場：TKPガーデンシティ千葉

◎八街市ふくしチャリティーゴルフのご案内
日時：2022年9月27日(火）7時30分スタート
会場：新千葉カントリー倶楽部
◎受贈活動計画書
・成田コスモポリタンRC ・白井RC

4.10月8日9日地区大会について（乗り合わせ
orバス）締め切りが8月末
・8月10日、24日で出欠確認
5.卓話者派遣について
・白井RCより提案があり。当クラブからも
卓話者登録を検討することとなる

【ご 挨 拶】

第10グループガバナー補佐
林 康博様
（成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝRC）

6.世界ポリオデー啓蒙活動について
（10月23日）
・昨年度は成田山で開催、今年度は成田空港
で開催予定であるが、八街市では第2回小
出義雄杯八街落花生マラソンが開催される
ため、参加について要調整
7.その他
・7月28日（木）久能カントリークラブで
開催されたゴルフコンペに林会員、綱島
会員が参加し、綱島会員がブービー賞受賞

2022－23年度2790地区第10グル－プガバ
ナー補佐を拝命致しました成田コスモポリ
タンロータリークラブの林康博と申します。
これから一年間小倉純夫ガバナー方針の
もと、グループ内各クラブと地区の連携強
化のため働かせて頂くことになりました。
どうぞよろしくお願い申し上げます
簡単な自己紹介をさせて頂きます。昭和
22年1月生まれの７５歳になります。
会社は成田市東町で三和総業株式会社を
私の義理の兄が昭和48年に創業をしました
が、不慮の交通事故で昭和４９年10月に急
死致しました。

・福田博隆会員へ 八街RC規約により、
お見舞金10,000円：竹村会長お届け

【幹事報告】

副幹事 小澤 孝延

◎ブラッシュアップ研修会Ⅰのご案内
日時：2022年9月3日(土）13時10分開会
会場： 千葉市民会館
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その頃私は大日本インキ化学工業株式会社 【近況報告】
（現在DIC株式会社）に勤務していましたがサ
米山奨学生 ド ティ トゥイ チャン様
ラリーマン生活を辞めて経営者になりなさい
との話を頂き、大変悩みましたが家族の後押
しもあり、昭和50年6月から現会社に勤務して
おります。今年で創業50年になります。半世
紀が過ぎようとしていますが、現在は私の娘
が代表取締役社長として経営をしています。
私は取締役会長として働かせていただいて
おります。ロータリーの職業分類は衛生工事
となっていますが、現在は総合設備及びビル
メンテナンスの仕事を中心に千葉県内官庁、
民間を中心に業務させていただいております。
皆様こんにちは！お元気でいらっしゃいま
ロータリー歴は１９９３年12月（平成5年）
すか？私は何も変わらず、元気です。2週間ぐ
成田コスモポリタンロータリークラブの創立
らいで期末試験がやっと終わりました。難し
メンバーとして入会をさせて頂き今年で30年
くて出来なかった科目もありました。来週か
になります。その間2007-08年度には第15代ク
ら夏休みに入ります。今年の夏に私の友達が
ラブ会長 又2016-17年度青木貞雄ガバナー年
帰国する人が多いです。皆だいたい4年ぶり帰
度には地区副幹事長として務めさせていただ
らなかった。私の親も「せっかく長い休みだ
きました。
から帰ってください」とよく言っていますが、
ガバナー補佐の仕事はガバナーの分身とし
今年の夏にインターンシップに参加したいし、
てグループ内の各クラブを活性化して、元気
いろいろなスケジュールも入っているし、今
なクラブ作りを支援する役割を求められてい
コロナがまた増えているし、日本に戻れるか
ます。担当クラブの現状を把握し、クラブの
どうかわからないので、帰らないことを決め
ビジョンと行動計画（戦略計画）を立案出来
ました。
るよう一緒になって考えたいと思いますので
最近私が入っているゼミの授業で日本社会
よろしくお願いいたします。
的な問題について自分の考えを述べます。具
すでに会長 幹事の皆様には今年度の地区
体的は日本では高いポストには女性にあげな
の方針又ガバナー補佐としての考え方をお伝
い理由、日本人口の問題、男性関係、自分に
えさせていただいております
とって幸せとは何か？…などを勉強しました。
地区のスローガン、課題、などにつきまし
今まで考えたことない問題、日本の知らない
てはクラブ活動計画書の挨拶文に記載してあ
ところを知るようになりました。
りますのでお読みください。会長幹事様を始
また、大学の国際交流サークルに参加して、
めとし皆様方には大変お世話になりますが、
先週の日曜日に皆と海に行きました。予定は
一年間どうぞよろしくお願いいたします。
朝10時から午後16時まで遊ぼうと話し合った
が、暑くて、3時間だけ遊びました。海でボー
ル遊びや、バトミントンをしたり、ベトナム
の遊びもしたりしました。暑いですが、とて
も楽しかったです。学校でコロナ感染者が増
えているので、先週からサークル活動はお休
みになりました。最後の活動に参加出来なく
て、残念でしたが、後期が始まってからまた
サークルに参加して、皆といろいろな活動を
行いたいと思います。ご清聴ありがとうござ
いました！

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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