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第2383回 2015年7月8日例会報告
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会員総数 36名
（ 内名誉会員 4名

・ 出席免除会員 １0名 ）
通算出席率 83.44%
＊6/24メーキャップ1名・高橋会員

点

鐘

ソ ン グ
お 客 様

毎日が梅雨らしく、雨や湿度が高くなっておりま
す。 食中毒もございますが、道路の冠水や事故に
巻き込まれないよう、皆さんご注意を願います。
さてロータリークラブの研修では、会長はあいさ
つの中で、今のような季節のお話や時事問題、文化、
スポーツ、あるいは経済、教育などの話題が多い中、
ロータリーの話題を是非に取り上げるよう要請があ
りました。 なるほどなと思うと同時に八街ロータ
リークラブにおいては、堂々たるクラブ歴を誇る皆
さんにロータリーの話をするのは、体が縮む思いで
すが、チャップリンいわく人生は「少しのお金と少
しの勇気が大切だ」と説かれていますので、勇気を
持って月に一度はロータリーのお話を交えることと
いたします。
私は先週、「ロータリーの友」機関誌に家族で
ロータリアンになることは大変良いことであると書
かれていたことを、一つの根拠として家内にも進め
て一週間がたちました。たった一週間と言えども夫
婦が共に八街市民であり、ロータリアンであるのは、

会長 西村 清
我等の生業
富里ＲＣ 会長 相川 忠雄様

【ニコニコボックス】
◇生徒が世界ユースに行きます。

西村 清会長

◇委員長よろしく！
米山記念奨学会 中山直樹委員長
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新鮮で絆が深まったように思います。要はベテ
ランの会員が多い八街ロータリーでは、夫婦で
なくても「穏やかで豊かな人生をロータリーク
ラブと共に」というように考えると、毎週の例
会や奉仕活動は、単に義務的であったり、強制
的であったりは全くなくなって、いやこれは当
然なのでしょうが慌てずに、ひた向きに前向き
にロータリーと人生が充実してくるんだなあと
思います。先週の理事会でロータリークラブ懇
親ゴルフ会が４０周年を迎え、小川委員長（八
街ロータリークラブ５０周年実行委員長）が当
時の提案者であると話題になりました。そこで
団体戦のかつてあったカップがあればもっとい
いのにとなりまして、私が本クラブ名誉会員の
北村市長に依頼することになりました。
先週の金曜日に本校の世界陸上ユース出場など
の生徒を引率した際に、小川委員長のイキサツ
と10月22日の八街ロータリー創立50周年記念ゴ
ル フ大 会の 予告を した とこ ろ 、北 村市 長から
カップ寄贈の内諾をいただきました。本日は内
定といういうことで口頭にてご報告させていた
だきますが、伝統に新しさが加わることもロー
タリーの輝きと思う次第です。
最後になりましたが､本日は富里ロータリーク
ラブの相川会長にご訪問いただきました。どう
ぞお心のこもったロータリー秘話をお聞かせ頂
きますようお願い申し上げます。
ありがとうございました。

【幹事報告】

副幹事

◎「ロータリーの友」電子版のご案内
《閲覧方法》
1. www.rotary⁻no⁻tomo.jpにアクセス
2.「ロータリーの友」電子版をクリック
◎地域ぐるみ福祉推進標語・ポスター審査会のご案内
日時：2015年8月6日（木）午前10時より
場所：市総合福祉センター3階
◎例会変更のお知らせ（富里ＲＣ）
7月28日（火）→移動例会（バッファロー）
8月 4日（火）→休会（ＩＭ振替）
8月25日（火）→納涼家族例会
◎受贈週報等
・成田ＲＣ（週報、活動計画書） ・成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝＲＣ
・印西ＲＣ ・白松の郷

【ご 挨 拶】

富里ＲＣ会長 相川 忠雄様

生形 健一

◎会員増強セミナーのご案内
日時：2015年8月22日（土）13：30点鐘
場所：オークラ千葉ホテル
◎Ｒ財団セミナーのご案内
日時：2015年8月8日（土）13：00点鐘
場所：アパホテル東京ベイ幕張
◎Ｒ全国囲碁大会のご案内
日時：2015年10月3日（土）10：00開会式
場所：日本棋院会館本院

八街ロータリークラブの会員の皆様こんにちは20152016年度富里ロータリークラブの会長を務めさせて頂く
事になりました相川と申します。始めにこの貴重な時間
を割いて頂き誠にありがとうございます。
富里ＲＣ会長就任にあたり、まずは親クラブである八街
ＲＣの西村会長、福田幹事そして会員の皆様に挨拶を
しておく事が自分にとって又、子クラブにとって大事な事
だと思い本日挨拶をさせていただきに参りました。
又八街ＲＣさんにとって今年度は創立50周年を迎える
と聞いています。創立50周年というのは全国で2287クラ
ブのうち650クラブで2790地区84クラブの中でもたったの
25クラブしかありません。自分が45歳ですからまだ生ま
れる前からこのクラブがあるというのはすごい事だな～と
思います。
富里ＲＣとしては50周年の式典には移動例会として参
加させてもらえばと思っております。
又何か手伝うことがございましたら何なりとお申し付け
てもらえれば少しはお役にたてられるかと思います。どう
ぞ皆様富里ＲＣこの若輩者の私にご指導いただきまして
挨拶を終りにさせて頂きます。
本日はありがとうございました。
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【クラブ協議会】

≪会員増強委員会≫

司会 委員長 萬来 謙一

≪管理運営委員会≫

委員長 萬来 謙一

2790地区では、84クラブ 会員約2760名であります。
3000名を目指すには平均1クラブ純増3名の会員増強
が必要です。現状を維持しながら目標を達するには現
会員の総力体制が必要と思われますので、ご協力を
よろしくお願いします
◎ 増強するための方法として「会員増強・退会防止
委員会」の取組み提案。
※元会員及び元会員所属企業、団体の後継者への
呼びかけ
※女性会員入会への積極的呼びかけ
※外国人会員の入会促進（元米山等）
※卓話者等の入会
※体験入会の実施
※友人、知人の「つて」
※会社の取引先
※趣味の仲間
※取引銀行へ紹介依頼
※増強功労者の表彰
一つの増強委員会活動月間に留めずクラブ会員の
英知を結集した 会員増強活動になりますよう
ご協力を是非にお願い致します。

2015～2016年度地区行動目標は「原点を知り、考
える」です。今年度、櫻木ガバナーは挨拶文の中で、
1905年にロータリーが誕生したという事実を知るだけ
でなく、その当時の時代背景を知り、その後の影響を
考えることでより深くロータリーを理解できるのではな
いかと書かれています。当委員会はロータリーの原
点についての資料などを週報に掲載していきたいと
思っています。
また、クラブの各委員会活動がスムーズに行えるよ
う協力していきたいと思います。

≪会

計≫

委員長 亦平 力

委員長 近藤 雅夫

≪Ｓ Ａ Ａ≫

会計より今年度の活動についてご報告致します。
会員の皆様からお預かりする全ての入出金を厳正
かつ公正に処理することを引続き心掛けて1年間務
めてまいります。
一定のルールや形式に従い正確な会計報告を実
施させて頂きますが、予算の厳しい現状のなかで、
各委員会の皆様の協力がなければ、決められた予
算の範囲内で運営することが出来ません。
本年度は、創立50周年記念式典もございますの
で、役員理事・各クラブ委員会・事務局とも連絡を
密にして正確な管理を実施してまいります。
会員の方々のご協力・ご指導を宜しくお願い致し
ます。

委員長 荒木 由光

前年度一年間、鎌形ＳＡＡ長の下でお手伝いをしな
がら研修し、このセクションの重要性と大切な事を感じ
ながら過ごさせて頂きました。
八街ロータリークラブが創立50周年の節目を迎え、Ｓ
ＡＡとしての例会場の気品と風紀を守ることを第一とし、
親睦ムードはもちろんの事、「今日の例会は楽しかっ
た。」「次回も出席したい。」という積極的な会員づくりの
お手伝いが出来るよう、私なりに他のロータリアンと一緒
に模索し、創意工夫をと思っております。
どうぞご理解ご協力を切にお願い申し上げます。
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≪広報・ＩＴ委員会≫

委員長 樋渡 琢也
今年度の広報・IT委員会は樋渡琢也と萬来謙一、糸久仁
一の両会員を委員として構成されています。
当委員会は外部へ向けてのPR活動は主にホームページ
を活用してのPRと内部へ向けては、その都度のテーマで他
委員会と重複しない範囲で活動をしたいと思います。
Facebookに代表されるSNS（ソシャル・ネットワーク・システ
ム）は八街クラブでも利用する会員の方々が今後ふえると
思われますので出来たらクラブの奉仕活動を地域に発信
するツールの一つとして活用したいものです。

2015-16 年度 国際ロータリー第 2790 地区
第９分区 Intercity Meeting プログラム
日 時：2015 年 8 月３日（月）点鐘１４：００
会

場：成田ビューホテル

インターシティ・ミーティング
13:30 受付開始
00:00
14:00 点

司 会 白井ロータリークラブ幹事 石戸 謙一

鐘 …………………………………………………………

ガバナー補佐 伊藤 仁

国歌斉唱 『君が代』
ロータリーソング 『奉仕の理想』
00:00 開会のことば …………………………………………… 白井ロータリークラブ 鈴木 孝
物故会員に黙とう…………………………………………………… ガバナー補佐 伊藤 仁
00:00 歓迎のことば ………………………………………白井ロータリークラブ 会長 伊藤喜典
ガバナー補佐挨拶…………………………………………………… ガバナー補佐 伊藤 仁
14:30 講

演 「ロータリーをやさしく理解する」
（１時間 30 分）

00:00

ガバナー 櫻木英一郎 様

16:00 質疑応答
00:00 お礼ことば ………………………………………………………

ガバナー補佐 伊藤 仁

16:20 休憩
16:30 地区奉仕プロジェクト委員会 PR

………………………………職業奉仕委員

河野 和夫

社会奉仕委員 佐藤 信二
国際奉仕委員長 石井 弘
16:45 感謝状・記念品贈呈:0…………………………………………………ガバナー補佐

伊藤 仁

お礼のことば…………………………………………………… 直前ガバナー補佐 青木貞治
次期ガバナー補佐・ホストクラブ発表………………………………ガバナー補佐

伊藤 仁

次期ガバナー補佐挨拶……………………………………… 八街ロータリークラブ 高橋宏一
次期ホストクラブ会長挨拶…………………………………八街ロータリークラブ

西村 清

閉会のことば………………………………………………白井ロータリークラブ 畠山 泰哲
17:15 点鐘…………………………………………………………………… ガバナー補佐 伊藤 仁

６クラブ合同懇親会
00:00

司 会 白井ロータリークラブ 小林 直人

17:30 開

宴

(お礼の挨拶)…………………………………………… ガバナー補佐 伊藤 仁

00:00 乾

杯 ………………………………………………… 白井ロータリークラブ 平川 進

19:30 閉

宴 ………………………

次期ガバナー補佐 八街ロータリークラブ 高橋 宏一
敬称略

広報・ＩＴ委員会／ 樋渡 琢也 ・ 糸久仁一 ・ 萬来謙一
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