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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2388回 2015年8月26日例会報告
【出席報告】

SAA 伊藤 武雄

修正
出席計算
出席 欠席 出席率％ ＭＵ
会員数
出席率％

例会

8/26
8/ 3

27
27

17
18

会員総数 36名
（ 内名誉会員 4名

10
9

62.96
66.67
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88.89

・ 出席免除会員 １0名 ）
通算出席率 90.57%

8/3メーキャップ6名・中山会員・槍木会員・伊藤武会員
・近藤会員・西村頼会員・冨永会員

点

鐘

ソ ン グ

会長 西村 清
我等の生業

【ニコニコボックス】
◇無事に夏まつりが終わりました。

【会長挨拶】

西村 清会長

会長 西村 清

今週は昨日より台風のせいもあるのか、ぐっと涼しく
なりました。毎週天候のお話とロータリーのお話を冒頭
にさせていただいていることを皆さんお気づきかと存じ
ます。土曜日に八街ふれあい夏まつりがあり、毎年続
いてきたロータリーテントでは12時集合の後に三時ぐ
らいまで野菜・果物などの販売や、黎明高校インター
アクトクラブのお手伝いによる募金活動が展開
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されました。これらの詳細報告は改めて委員会よりなさ
れますが、大事なのは八街市民、あるいは夏まつりに
ご参集いただいた皆さんに少なくともロータリーってな
に、高校生と年配の方が何やら一緒に楽しそうにして
いるという幸せな時間や空間のお披露目ができている
ということも挙げられます。これは県内や全国のロータ
リー仲間にも誇れる八街ロータリーならではの風景と私
は自負いたします。チャリティーの規模や、会員の増減
に引っ張られる傾向を否定はしませんが、それぞれの
クラブならではの時間や空間に「奉仕の精神」が生かさ
れることは大事と思います。
今週はお預かりした大事な留学生のリーンさんと八街
クラブの会員数名がベトナムへ勉強や親善に飛び立っ
ております。ここにも国境や民族を超えロータリースピ
リッツの具現化が図られていると思います。お土産話に
こそ、地球規模のなかでの「奉仕の精神」が宝物のよう
にパッケージされていることを期待します。
またインターアクトの大会も今週は茂原で開催されま
す。私も少しの時間ですが参加しようと予定します。こう
してビッククラブでなくても八街ロータリークラブは着実
に前向きに丁寧に50周年を迎えることに誇りを持ちま
す。今週は例会人数が海外組の関係や土曜日の参加
は出席扱いとする影響があっても、今日が流会になら
ない、ここ大事だと思います。そして今後も若いイン
ターアクトクラブメンバーに是非未来志向の中でご指導
願います。

【幹事報告】

幹事 福田 守

◇本人誕生日・伊藤武雄会員・西村頼子会員
・伊藤嘉一会員（8月）
◇奥様誕生日・西村 清会長
◇無事ベトナムより帰りました。

山本 和男会員

◇市議会議員選挙当選させて頂きました。
ありがとうございました。
木村 利晴会員
◎「超我の奉仕賞」推薦のお願い
◎ボーイスカウト世界スカウトジャンボリーの寄付の
報告とお礼状
◎受贈週報・・・八日市場RC

【会員卓話】

【会長挨拶】

会長 西村 清

会長 西村 清

西村会長に最近の経済情勢について
お話をしていただきました。

第2389回 2015年9月2日例会報告
【出席報告】

例会

9/ 2
8/ 19

SAA 荒木 由光

修正
出席計算
出席 欠席 出席率％ ＭＵ
会員数
出席率％
29
28

17
22

会員総数 36名
（ 内名誉会員 4名

2
6

93.1
78.57

4

今週は台風よりも秋雨前線ということでさらに涼しく
なりました。先ほど第三回の理事会も無事終了いたし
ました。また昨日より学校の新学期もほぼ始まり街中
が朝夕と賑やかになりました。しかし全国では青少年
に関する悲しい事件や高齢者がらみの残念な事件も
起こっておりますが、今週は八街市市会議員選挙が
行われ、ロータリアンである木村さんが再選されました。
どうぞ市発展のため、事業やロータリー活動も含めて
益々のご活躍をお祈り申し上げます。
さて本日は八街ふれあい夏まつり、海外研修のお
話やインターアクト年次総会のお話もあろうことかと思
いますが、先週の例会では選挙中、海外組ベトナム
訪問中にもかかわらず、多くの会員が例会に参加さ
れたことに改めてお礼申しあげます。平野会員のご健
康も回復されたとのこと大変嬉しく思います。
私が思いますには、八街ロータリークラブは歴史ある
クオリティーの高い、つまり会員の数を重視する以上
に活動内容の多彩さや、インターアクトや女性会員な
ど幅のある関係者が活き活きとして穏やかな人生を歩
むことが大事だと考えます。先週特別講話のような形
となりました。某総合電機メーカーのお話も、日本経
済とあらゆる関係者の過去と現在に対し反省とお詫び
の中で、かならず希望ある未来があることを期待した
いと思います。
八街ロータリーが小川委員長のもと50周年が通過
点として極めてしっかりしたものになると信じます。

92.86

・ 出席免除会員 １0名 ）
通算出席率 90.96%

8/19メーキャップ4名・平野会員・槍木会員・萬来会員
・笹川会員

点

鐘

会長 西村 清

斉

唱

君 が 代

ソ ン グ

四つのテスト

【ニコニコボックス】

本人誕生日・西村会員と伊藤会員
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【理事会報告】

幹事 福田 守

◎今年度国際大会（韓国）の再度お誘い
2016年5月28日から6月1日 ソウル
◎八街市社会福祉大会における被表彰候補者の
推薦について
◎例会変更のお知らせ
・成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝＲＣ・・・9月9日（水）移動例会
9月23日（水）休会 9月30日（水）夜間移動例会
・印西ＲＣ・・・9月16日（水）夜間移動例会
9月23日（水）休会

≪報告事項≫
1.会計報告
2.八街ふれあい夏まつり会計報告
売上 ￥40,900
インターアクトポリオ募金 ￥7,700
3.ベトナム訪問旅行報告について
8月24日～27日 ６名参加
4.地区会員増強セミナー（８月２２日）
亦平委員長出席
地区米山委員長セミナー（８月２３日）
中山委員長出席
5.第４９回インターアクト年次大会について
８月２７日 千葉県立茂原樟陽高等学校
西村会長・福田幹事出席
黎明高等学校より 先生１名 生徒４名参加
6.その他

【八街ふれあい夏まつりの報告】
社会奉仕委員会 原 弘行

≪審議事項≫
1八街.ふれあい夏まつりの売上金チャリティーに
ついて
＊40,900円のうち １万円を八街市社会福祉協議会
主催のチャリティーゴルフ大会に
その他は例年通り産業まつりの売上金とともに
チャリティーに
2.米山奨学生とカウンセラーとの親睦旅行について
１０月4・5日河口湖方面 槍木カウンセラー
自費参加
3.地区大会 県知事への依頼について
山本義一名誉会員を依頼者の１名に加える
ことを了解
4今後の地区RLI－DL養成講座について
９月５日（土）原研修リーダー参加 その後は
参加者を検討
5.地区奉仕プロジェクト委員会セミナー出席について
１０月１０日（土）
平野職業奉仕・原社会奉仕・槍木国際奉仕
各委員長出席
6.その他
次年度の髙橋ガバナー補佐の幹事として
福田 守会員を承認

【幹事報告】

去る8月22日（土）開催された「ふれあい夏まつり」の
報告をいたします。
会員23名（メーキャップ扱い）及び千葉黎明高校イ
ンターアクトクラブ田村先生とクラブ員4名が参加いた
しました。
本年は、きゃべつ、たまねぎ、なす、プラム、梨、そ
れから生形会員から落花生と山本会員から茎わかめ
の提供を受け販売いたしました。
売上40,900円は八街市社会福祉協議会を通しチャ
リティー基金といたします。また、インターアクトクラブ
員が協力したポリオ撲滅運動募金7,700円は当クラブ
を通して財団へ寄付します。

幹事 福田 守
千葉黎明高校インターアクトクラブの皆様

◎新会員研修セミナーのご案内 （入会後3年未満）
日時：2015年10月12日（月）13時30分～
場所：ＴＫＰガーデンシティ千葉
◎地区二輪走友会ツーリングのご案内
日時：2015年10月23日（金）午前10時集合
集合場所：館山自動車道（市原ＳＡ，下り館山方面）
◎八街市産業まつり出店申し込みについて
日時：2015年11月22日（日）午前9時から午後3時
場所：八街中学校グラウンド
◎9月ロータリーレート 1ドル＝124円

クラブ研修リーダーからご連絡
委員長 原 弘行
先の例会で福田幹事からご連絡がありました地区研修委
員会発行の「ロータリーを理解しましょう」の冊子は地区ガバ
ナー事務所から10冊無料で提供を受けました。
つきましては、購入希望者3名、1年以内入会者6名に配
布いたしたいと思います。そして、6名の皆様には後日皆様
のご都合の良い日にこの冊子をテキストにロータリーを勉強
したいと思います。よろしくお願いいたします。
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8月22日（土）八街市ふれあい夏まつり ・ チャリティー販売

【会員増強・退会防止セミナー報告】
委員長 亦平 力

ロータリーの目的とは
ロータリーには、地域社会のために 何かをしたいと
考える人々が集まり、親睦を楽しみながら、仲間と共に
奉仕活動を行っています。ロータリーの会員は「ロータ
リアン」と呼ばれ、その職業は、医師や弁護士、中小企
業のオーナーから主婦まで、実にさまざまです。それ
ぞれの会員が知識やスキル、持ち味を生かすことで、
多角的な視野でニーズをとらえ、社会に貢献していま
す。
簡単に言えば・
自らの職業を通じて社会に対して奉仕活動を行って
いくなかで、自分自身を磨くことであると言えます。

8月22日（土） （オークラ千葉ホテル）

現在、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
員増強が必要であります。
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。
結論的に重要なことは、クラブ会員全員が常に増強
について参加してもらうことであり、会員同士が入会者
情報について協力しあう体制が重要になると思います。
呼びかけの第一義として ロータリーとは
ロータリーは人道的奉仕を行い あらゆる職業にお
いて高度の道徳的基準を守ることを奨励し、かつ世界
における親善と平和の確立に寄与することを目指した
実業人及び専門職業人の世界的な団体です。
簡単に言えば・・・自分を磨き人を育て、時には
慈善行為、ボランティア活動などを行う世界的な団体
です。

◎ 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。

広報・ＩＴ委員会／ 樋渡 琢也 ・ 糸久仁一 ・ 萬来謙一
4

