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プログラム
第一例会につき 結婚・誕生祝い
奨学金授与
各委員会報告
齋藤会員 / 渡邊会長

9 月誕生・結婚記念祝い
「誕生祝」 向後雅生会員
越川忠会員

田邉秀雄会員

「奨学金授与」

伊藤元雄会員

会長よりペンピモンさんに奨学金と奨学生証が渡され
ました。

伊藤会員 / 渡邊会長 / 越川忠会員

ペンピモンさんより８月に帰郷されたタイのお話な
ど、近況報告がありました。

「乾杯のご発声」
第 50 代会長

変だという経験から、是非提案してみたいと思いま
伊藤元雄会員

す。若い会員の出席を多くしたいと思います。ロータ
リーは面白いです。ためになります。そんな合言葉が
できますように…。

理事会報告
第 3 回定例理事会
日時：平成 28 年 9 月 1 日（木） 11：00
場所：成田空港南ＲＣ事務所
議題
第 1 号議案． 8 月度会計承認の件

会長挨拶

承認されました
第 2 号議案． 9/25 地区大会について
・乗り合いからバスに変更しました。
第 3 号議案． 9/29 観月会について
会場：成田ビューホテル 会費：5000 円
ｱﾄﾗｸｼｮﾝ：演奏会 ケーナ他 （30 分～40 分）
ラフォーレ＆松尾ゴルフ倶楽部（おにぎり会に一任）
第 4 号議案． 少年野球教室について
開催候補日：11/3(祝)､5(土)､6(日)のいずれか
10 月理事会までには決定報告する
第 5 号議案． 次年度地区委員推薦について
・17-18 年度地区米山記念奨学委員会委員長に冨会員

先週はガバナー公式訪問を無事終えることが出来まし

・他に自薦、他薦があれば会長に申し出て下さい

た。市原幹事、会員皆様の協力のおかげだと感謝して

第 6 号議案． その他

おります。会長としての日々は確実に過ぎていくので

・奨学生とカウンセラーの米山記念館研修旅行について

すが、直近のクラブ活動、行動をしっかりこなしなが

カウンセラーの費用については会で負担する

らも、会長として何か残せる物を、まだ 10 ヶ月ある
ので考え実行していきたいと思います。
11 月には、社会奉仕活動の一環である少年野球教室

幹事報告

があります。先日、古西社会奉仕委員長、齋藤クラブ
広報委員長と山武野球連盟の方にお会いしておおよそ

①例会変更のお知らせ（回覧）

の概要を決めてきました。会員の皆様には協力してい

・八日市場ＲＣ

・茂原東ＲＣ

ただく事が多々あると思います。是非とも成功させま

・茂原中央ＲＣ

・東金ＲＣ

しょう。少年達の笑顔を見ましょう。我がクラブもい

・多古ＲＣ

ろいろ奉仕活動を行なってきていますが、恒久的な皆

②ガバナー事務所より

が参加できる奉仕活動を見つけられれば幸いです。

・メールアドレスのハッキングについてご注意下さい

皆が納得する奉仕活動を全員で行なうことが、一番ク

・9 月ロータリーレートは、1 ドル＝102 円

ラブがまとまる事になるのではないでしょうか。

④財団室 NEWS2016 年 9 月号が届いております。

ガバナー公式訪問で青木ガバナーがクラブ運営等でい

⑤米山梅吉記念館より館報 2016 秋号 vol.128 が届い

ろいろなヒントを下さいました。印象に残っている一

ております。

つは、分区内の卓話バンクです。卓話の充実は絶対に

⑥富津中央ＲＣより創立 50 周年記念式典・祝賀会の

必要と考えている私ですが、なかなか見つけるのが大

ご案内が届いております。

・大網ＲＣ
・小見川ＲＣ

・

委員会報告

点鐘 6：00

場所：成田ビューホテル

アトラクション：ケーナの演奏

◇ゴルフについて

集合時間、送迎方法、会費につきましては、後程ＦＡ
Ｘいたします。ご家族お誘いの上、是非、皆様ご参加
下さいますようお願い致します。

◇会員増強・退会防止委員会

おにぎり会会長 鈴木 恭一
観月会ゴルフコンペ
期日：平成 28 年 9 月 29 日（木）
場所：ラフォーレ＆松尾ゴルフ倶楽部
多数の皆様のご参加をよろしくお願い致します。
委員長

冨

一美

現在数名の候補者をピックアップしております。

◇ロータリー財団委員会

お一人の候補者の卓話をお願いすることに成っており
ますので宜しくお願い致します。
米山記念奨学委員会から
クラブ選出の米山記念奨学委員長としてご報告致しま
す。
８月 27 日（土）にテーマを「米山記念奨学事業の可
能性」としてクラブ米山記念奨学委員長セミナーを開
催致しました。
委員長

前川 成吉

今回は、米山の大きな飛躍の年となり、米山の歴史を

8/7（日）カンデオホテルズ千葉にて行われました奉

振り返り、米山奨学会が始まって 64 年、財団法人に

仕プロジェクト・Ｒ財団委員会合同セミナーの出席報

なってから 49 年、これから 50 年目という大きな節目

告がありました。

の年を迎えることをお伝えしました。また、米山記念
奨学事業が、国際ロータリーからの高い評価を得まし
て、この度の韓国ソウル国際大会から正式プログラム

◇クラブ奉仕委員会

に米山が入ることに成り、史上初となる歴史的３イベ
ントが開催され、日本の米山から、世界の米山に、改
めて認められたという事を併せてお伝えしました。
それから、2018 学年度（2018 年４月～、ロータリー
年度では 2017-18 年度）から地区別奨学生割当数の算
出方法が変更になります。
◆現行の算出方法は
学生数１割、個人平均寄付額５割、寄付総額４割の
３つのポイントで算出しております。
親睦委員長

小林 定雄

観月会
平成 28 年９月 29 日（木）夜間移動例会

ところが、
◆ 2018 学年度からの変更は、
学生数１割、個人平均寄付額３割、寄付総額５割と

それに、特別寄付者割合１割が追加されて４つのポ

ニコニコボックス

イントに変更予定です。
今回の変更は、寄付総額により重きを置いたこと
と、特別寄付者割合という新しい要素が加わったと
いう事が特徴です。

越川忠君・伊藤元雄君
…誕生祝いありがとうございます
齋藤逸朗君

この変更で、ひとりでも多くの方に米山奨学事業に

…奥様誕生祝いありがとうございます

関心を持っていただき、寄付者の裾野が広がること

冨一美君・小林定雄君・石田喜一君・前川成吉君

を、期待しているようでございます。

市原豊彦君・高田一行君・渡邊孝文君・倉石昌治君
花澤昇一君

ここで皆様にお願いがございます。

…ガバナー公式訪問無事に終わりました

お一人 1000 円でも 2000 円でも結構でございますから

本日計 18,000 円
累 計 145,000 円

ニコニコ BOX をしたつもりで、出来るだけ多くの方の
特別寄付をお願い致します。
このことにより、次の年度（※）の奨学生の割当人数
の獲得増加に大きくつながります。
何卒、ご理解、ご支援の程、宜しくお願い申し上げま
す。

出席報告

※実際は、Ｒ財団の年次寄付と同じく３年前の寄付の
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ルールで奨学生の採用数が決まります。

☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★

◇クラブ広報委員会

委員長

齋藤 逸朗

ロータリーの友のサイズがＡ４判に変わりました。ロ
ータリーの友９月号ｐ.10 にその理由が書かれていま
す。皆さん是非読んでください。

