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会長 西村 清 ・ 会長エレクト 鎌形 芳法 ・ 副会長 萬来 謙一 ・ 幹事 福田 守

第2385回 2015年7月22日例会報告
【出席報告】

SAA 荒木 由光

【会長挨拶】

会長 西村 清

修正
出席計算
出席 欠席 出席率％ ＭＵ
会員数
出席率％
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会員総数 36名
（ 内名誉会員 4名
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79.31
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96.55

・ 出席免除会員 １0名 ）
通算出席率 96.55%

7/8メーキャップ５名・福田幹事・平野会員・槍木会員
・鎌形会員・木村会員

点

鐘

ソ ン グ

梅雨が明け、今週は猛烈な暑さが始まりました。先週
16日は会長、幹事の定例会議が成田の菊屋さんであ
り、今日と同じように美味しいウナギを代表して食べて
参りました。また18日は千葉市カンデオンホテルで研
修がございました。これはコーヒー一杯でございました
が、たっぷりとロータリーは研修が大事だ、会長は例会
ではロータリーの話をせよと洗脳されて参りました。
なお分区の会合は次回八街が幹事ということですの
で、ロータリーファミリーという観点で、私の自宅で会合
を9月の17日に行う予定と致しました。皆さんにはもしよ
ろしければ、8月22日の八街夏祭りの時にでも、来宅い
ただくのもどうかなと考えております。 と申しますのも拙
宅は明治二年と五年の建造物で、このたび国の登録
文化財として八街市教育委員会の推薦を頂く予定と
なってきましたので、これもロータリー50周年の記念す
べき年にあわせるのもよいかと感じた次第です。なお八
街市の国の登録文化財第一号は黎明高校生徒館で、
これは皆さんにもご覧いただけるよう学園祭や観桜会
のときには公開をしております。
八街市が素晴らしき伝統のある田園都市として継承さ
れ発展する のには文化や教育について 更に推進

会長 西村 清
それでこそロータリー

【ニコニコボックス】
◇ロータリー研修、会合、無事終わりました。
西村 清会長
◇何となく３０年100％出席になりました。
家族に感謝！
高橋 宏一会員
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すべきと私は思います。
本日は、原さんに卓話をお願してあります。 ロー
タリーのベテランとしてまた街を支え続けた良き市民
として、素晴らしいお話を伺えることを期待いたしま
す。
なお先日のインターアクトクラブの人数は活動計画
書の方の人数が正解でございます。 先週学校に戻
りまして担当教諭と確認して参りました。

【幹事報告】

幹事 福田 守
年間100％出席の会員の皆様

インターシティ・ミーティング
会場：成田ビューホテル
◎RLI DL(ディスカッション・リーダー)養成講座の
開催ご案内
日時：2015年8月8日（土）13：30から
場所：千葉市民会館

第2386回 2015年8月3日例会報告
【出席報告】

◎会長幹事会とクラブリーダー研修セミナー報告

例会

（この報告は次週掲載させていただきます。）
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修正
出席計算
出席 欠席 出席率％ ＭＵ
会員数
出席率％
27
29

18
25

会員総数 36名
（ 内名誉会員 4名

【100％出席者表彰】

9
4

66.67
86.21

＊高橋 宏一

＊槍木

勝典

＊福田 守

＊生形 健一

＊鎌形

芳法

＊山本 和男

＊原 弘行

2014～2015年度 下期 100% 出席者
＊高橋 宏一

＊槍木

勝典

＊中山 直樹

＊生形 健一

＊山本 和男

＊原 弘行

＊福田 守
＊鎌形

芳法
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93.1

・ 出席免除会員 １0名 ）
通算出席率 95.4%

7/15メーキャップ2名・生形会員・山本会員

2014～2015年度 年間100% 出席者
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【お礼の言葉】

成田CRCの仲間は元より、第９分区の皆様には、ガバ
ナーとしての任期が終了する2017年6月まで、引続き
のご協力、ご支援をいただかなくてはなりません。ガバ
ナーとしての職務遂行、及びガバナー事務局の運営
等は、成田CRCを始めとする第９分区の皆様の協力、
支援の基に成り立つものであり、皆様の引続きのご協
力、ご支援が必須です。
この一年間のガバナー補佐としての職責遂行にあ
たって皆様より頂戴したご協力、ご支援、ご指導に改
めて感謝申し上げると共に、今後のガバナー及びガ
バナー事務局の円滑な運営に向けて、私は元より、成
田CRCに対する皆様の倍旧のご指導、ご支援、ご協
力を宜しくお願い申し上げて、私の謝辞とします。あり
がとうございました。

直前ガバナー補佐 青木 貞雄様

櫻木ガバナーより感謝状、伊藤ガバナー補佐より記
念品を頂戴し、誠にありがとうございました。
約2年前にガバナー補佐を拝命し、その後、ほぼ隔
月で開催されたガバナー補佐会議を通じてロータリー
についての教育、地区運営方針の伝達等を受けた上 【次期ガバナー補佐挨拶】
で、昨年4月より分区の会長・幹事会をスタートさせ、
次期ガバナー補佐 高橋 宏一
皆様と1年強に亘り活動をさせていただきましたが、終
わってみるとアット言う間のことであったような気がしま
す。この間、私は、RIで、また地区で起こっていることを
見聞する機会に恵まれると共に、多くのRotary関係者
と知己になりましたが、特に分区の皆様とは、例会訪
問を始めとする各種Event等を通じて友好関係を構築
することが出来、大変ありがたく思っています。
他方、私が皆さんのためにしたことは地区の方針伝
達等だけで、皆様が地区の方針に沿った活動を展開
して活性化を図っていただいたのが実態ですので、私
の方こそ皆様のご協力・ご支援にお礼を申し上げるの
が筋ではないかと考えます。また、クラブ訪問、会長・
幹事会の設営等で手助けをいただいた片岡ガバナー
～次年度第9分区ガバナー補佐をお引き受けして～
補佐幹事にも、この場を借りて、改めて感謝申し上げ
皆さんこんにちは。
ます。
只今次年度の第9分区「ガバナー補佐」としてご紹介
さて、地区目標の会員純増1名以上を達成したのは
をいただきました八街ＲＣの髙橋宏一です。高い席か
３クラブで、会員が減少したクラブもありますが、これら
らではございますが、ご挨拶をさせて頂きます。私は
３クラブが2名以上、特に白井ＲＣの大幅な会員増によ
昨日8月2日が誕生日で71歳になりました。実際にガ
り、分区としては６クラブで会員純増6名と、地区目標を
バナー補佐を務める来年度には72歳になります。
分区全体で達成しました。また、地区要請のRotary
ロータリー歴は31年目に入りました。私は前回のガバ
Dayについては、白井RCが地元のお祭り、印西RCが
ナー補佐のローテーションが八街ＲＣに回って来た時
Walk Rally、そして冨里RCが西瓜Road Race等の場
にも、クラブ会員の皆様から強く推薦されたのですが、
をRotary Dayとし活用し、Rotaryの知名度向上に寄
与してくれました。第９分区においても、会員の高齢化、 その時私は白内障、糖尿病、加齢黄斑変性等の症
状で食事療法を行っており、75㎏以上あった体重を
減少等の問題を抱えているクラブがありますが、八街
10㎏以上減らしている時期で、誰もが高橋は少し体
RCの台湾のクラブとの友好協定締結を含めた今年度
調がおかしいのではないかと理解をしてくれて、推薦
の皆様の活発な活動、また１昨年度の当分区設楽ガ
を断ることができました。しかし今回ばかりは逃れるわ
バナー補佐提唱の卓話者人材バンク活用による例会
けにはいかなくなり、お引き受けすることになりました。
充実等を継続していけば、第9分区がこれからも地区
お引き受けした以上会員皆様のご支援とご協力をい
のロータリー活動活性化に貢献できる分区として発展
ただき、責務を果たしていく所存でございます。どうか
出来ると思います。伊藤今年度ガバナー輔佐には、第
よろしくお願い申し上げます。
９分区の良い点を伸ばし、同時に課題の改善に取組
実は私どもでは三代にわたりロータリアンでございま
んでいただくよう期待しています。
す。祖父はチャーターメンバーでしたが、すでに高齢
本来ですと、謝辞はこれで終わりですが、私は、次年
でしかも間もなく祖母が病死してしまいましたので、
度ガバナー候補の指名を受けているため、所属する
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2年ほどの短期間で退会してしまいました。父は十
数年の間会員でしたが、1983年会長エレクトとして
PETSも済ませ、地区協議会を目前に控えた4月14
日に突然倒れました。その日から下半身麻痺となり、
車いすの生活になってしまいました。ちょうど富里
RCの創立の1983～84年度で、急きょ丸山房夫さん
に代わっていただきました。当時のガバナーエレク
トであった銚子RCの故小原美紀パストガバナーか
ら、国際協議会が開催されたアメリカ・テネシー州の
ナッシュビルから父宛に、小原ご夫妻の写った絵葉
書をいただいたことを覚えています。その年のRIで
発行された「Official Directory」 には、八街RCの会
長は父の名前 になっており、父は幻（まぼろし）の
会長になってしまいました。
私もまぼろしの「ガバナー補佐」にならぬよう、これ
から体調を整えて、ガバナー補佐の職責を果たして
いきたいと思います。本日はありがとうございました。

【次期ホストクラブ会長挨拶】

会長 西村 清

次年度、ホストクラブをお引き受けする八街ロータ
リークラブ会長の西村清です。八街ロータリークラブで
は、本年度、皆様のおかげさまにて創立50周年を迎え
ることができました。
次年度は、この50年分の経験を生かし、皆様のご指
導のもと、クラブ員全員でホストをお引き受けし、世界
のロータリーの為にも全力を尽くす所存でございます。
本日は、クラブ員を代表して、ご挨拶申し上げました。

広報・ＩＴ委員会／ 樋渡 琢也 ・ 糸久仁一 ・ 萬来謙一
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