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「誕生祝」

ＡＥＤの講習参加の皆さんご苦労様でした。芝居仕立
てで楽しく覚えられた感じがします。楽しくやれば苦
にならない。積極的にみんな参加できるんだと思いま
した。今年参加できなかった人は、是非、来年は参加
してみて下さい。いよいよ渡邊年度の通常例会もあと
３回です。今日は各委員長に総括をお願いしています
が、今年度の反省と共に次年度へのアドバイスと引き
継ぎもぜひお願いします。私の総括は次週ですので辛
い日々が続くでしょう。少し先行して言わせてもらえ
杉森会員 / 渡邊会長

れば、先輩方は余裕で通って来たかも知れませんが、
私にとって会長は大変でした。仕事との兼ね合いの中
でどう乗り切るか。会長挨拶の原稿はどうしようか。

「結婚記念日・奥様誕生祝」

何か忘れてることはないか。ある先輩がよく言う「会
長をやると鍛えられる」
、仕事以外でこんなに鍛えら
れるとは…これから 50 代で経験する会員はきっと自
分の思っている以上に自分の成長に気づくはずです。
ぜひ経験してみて下さい。私にとってはいい想い出に
なりそうです。もう１回やるのはごめんですが。
ロータリーはまず集まって来た同じクラブに所属して
いる人と仲間になる事。クラブ内のどれだけの人と親
しくなれるかだと思います。その和が大きくなればな

渡邊会長 / 越川(博)会員

るほどより大きな奉仕活動になって行く事でしょう。

6/8 は今年度最後のレクリエーションであるロッテ野
球観戦があります。たくさんの参加をお願い致しま
す。楽しい想い出をたくさん作りましょう。

委員会報告
各委員会委員長総括

幹事報告
◇クラブ研修委員会

①例会変更のお知らせ
・八日市場ＲＣ
6/13（火） 振替休会（11･12 日親睦旅行）
6/20（火） 移動例会（最終例会 家族会）
点鐘 18：30 成田ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙ
6/27（火） 休会（定款第 8 条）
・小見川ＲＣ

委員長

土屋 俊夫

地区研修委員としての活動に終始してしまいました。
前期では分区別ロータリー情報研修会に 7 回、後期は
ＲＬＩ研修にて 5 回ほど終日拘束され、クラブ研修が
できませんでした。まだ多少時間がありますので、例

6/21（水） さよなら例会
点鐘 18：20 春本

会日での開催を考えるとできませんので例会日以外で
開催いたします。参加よろしくお願いします。

②会報受領クラブ
・小見川ＲＣ
③青少年交換留学生募集のご案内が届いております。

◇ＳＡＡ
委員長

派遣予定 短期 2018 年 7 月 長期 2018 年 8 月
費

用 往復の渡航費、保健、
出発までのｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ費用は自己負担

越川

忠

ＳＡＡをやらせて頂いております越川です。今年は皆
さんが協力的で、食事の時は和やかに、会長挨拶・卓

申 込 先 推薦ロータリークラブ宛

話の時はシーンと静かに聞いていたような気がしま

お問合せ 国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2790 地区ﾛｰﾀﾘｰ青少年交換委員会

す。悔やんでいるのが、機械の調子が悪いのか私が悪
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いのか、音響がうまくいかなかったので反省している

④白鳥ＰＧより週報送付のお礼状が届いております。

ところです。

⑤６月ロータリーレート １ドル＝１１０円
⑥その他
・６月例会のお知らせに誤りがありましたので訂正を

◇職業奉仕委員会

お願い致します。
会長幹事慰労会 （誤）6/30 ➡ 6/29（正）

委員長

伊藤 元雄

職業奉仕委員会の伊藤です。一年間の総括ということ
ですが、活動計画書に明記させていただきました例会
の四つのテスト唱和の実施、地区職業奉仕委員長によ

る卓話など、ほぼ充実した活動ができたのではないか

これからもご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上

と思います。

げます。

３月の地区職業奉仕委員長の卓話では、ロータリーの
職業奉仕の概念がより深まったのではないでしょう

◇会員増強・退会防止委員会

か。これは、日頃より道徳的な行動を考えている当ク
ラブ会員の皆様にとっても再認識される場となったこ
とでしょう。
6 月 15 日には、職場訪問として匝瑳市の川幸園さん
を訪問する予定となっております。川幸園さんは八日
市場ＲＣの会員さんでもあり、ソーラーシェアリング
事業では植木業界で、千葉県内で第一号に承認された
企業です。今回はそのソーラーシェアリングについ

委員長

冨

一美

て、施工場所にて設置業者さまと農業委員会の方が詳

クラブ創立 50 周年の節目を超えて、気持ちの中では

しいことをご説明してくださるとのことですので、是

今年度は新たな一歩として重要な年であるという認識

非、多くの会員に参加していただき見聞を広げていた

のもと、取り組ませていただきました。しかしながら

だければと思います。

期待とは裏腹に現状では今一歩の状態です。

一年間、皆様のご協力に感謝いたします。ありがとう
ございました。

＜当初の目標 ➡ 現状＞ 報告
・純増２名以上 ➡ 純増０名
・退会防止 ➡ 広報・奉仕プロジェクト・クラブ管理

◇クラブ奉仕委員会

運営・クラブ研修委員会とコラボレーション
という事でしたが、特にこれと言ってがっちりと遣
り取りしたわけではありませんが、各委員会とも素
晴らしい活動をされました関係で退会防止の効果は
大きかったと思います。
・新入会員歓迎会 ➡ 秋葉さんと米山奨学生ペンピモ
ンを含め開催していただきました。
・新会員メイクアップ ➡ 八日市場ＲＣへ２回お伺い
委員長

倉石 昌治

しました。

クラブ奉仕委員会委員長の倉石です。この一年間会員
の皆様には大変お世話になりました。

今期もあと１ヶ月ありますので、最後まで諦めず会員

私が基本方針の中でうたいました“ワクワクする例会

増強活動を継続していきます。

の運営をする”ことにつきましては、残念ながら及第
点をいただけない結果であったと自らを反省いたしま
す。

◇社会奉仕委員会

クラブ奉仕委員会は、出席担当、親睦担当、プログラ
ム担当と小委員会に分かれております。
ロータリーの基本である例会の出席もその率がなかな
か 80％を超えることが少なく、各小委員会の委員
長・副委員長が立てていただいた様々の素晴らしい企
画も出席率に反映されませんでした。これも統括委員
長である私の責任であります。
これからも先輩方が築きあげてきた歴史を継承し、ま

委員長

古西 弘和

た、新しい会員の方々にも馴染むことのできるロータ

今年度、社会奉仕委員長を仰せつかりました古西でご

リー活動を追及してまいりたいと存じます。

ざいます。

まず初めに本年度の基本方針であります、地域社会の

ニコニコボックス

ために、ロータリークラブとして役立つことは何かを
検証し、地域に対する奉仕活動を行うとともに、クラ
ブの活性化につなげようを基本方針に活動してまいり
ました。

青柳誠君
…委員長総括ご苦労様です
越川博光君

それでは今年度の活動内容を発表します。
＊今年度の一番の大きな事業でありましたプロ野球Ｏ

…結婚記念日祝い･奥様誕生祝いありがとうござ
いました

Ｂによる近隣スポーツ少年団との野球教室でありま

土屋俊夫君・向後雅生君・冨一美君・鈴木恭一君

す。この事業は地区補助金を頂いた事業でありまし

小林定雄君・小川佐内君

た。また読売新聞さんのご協力を頂き 11 月 6 日に
横芝光町立東陽小学校のグランドにおいて巨人軍Ｏ
Ｂの篠塚さん、水野さん、原田さんの 3 名のコーチ
を招き、スポーツ少年団の小学生 95 名の参加で盛
大に行うことが出来ました。

…ＡＥＤ講習に参加し救命終了証を頂きました
行木英夫君
…前回お休みさせて頂きました
渡邊孝文君・市原豊彦君
…ＡＥＤ講習に参加頂きありがとうございます

＊3 月 8 日に栗山川鮭稚魚放流事業に参加致しまし
た。この事業は数年前から続けている事業でありま

杉森幹男君
…誕生祝いありがとうございました

して、近隣小学校、近隣老人養護施設の皆さんと一

都合により長期にわたり例会出席できませんで

緒に鮭の里親事業として栗山川へ鮭の稚魚を放流致

した

しました。

倉石昌治君

＊5 月 15 日、近隣小学校へのテントの寄贈ですが、
横芝光町の教育委員会を通じて横芝光町立南条小学

…奨学生の王さんとＦＤ友達になりました
皆さんも友達になりましょう！

校へテントを寄贈致しました。

本日計
累 計

＊5 月 18 日、ＡＥＤ講習会をロータリアン 15 名の参
加で横芝光町文化会館にて行いました。

32,000 円
720,003 円

＊海岸清掃ですが、7 月の初旬に行う予定です。

出席報告

以上、本年度の活動報告であります。

◇青少年奉仕委員会

例会日

会員数

出席

出席率に用
いる数

％

5 月 25 日

36

26

31

83.87

☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★

委員長

杉森 幹男

今年度の実績といたしましては、当初の基本方針通り
発明クラブ、金刀比羅神社書道展、剣道大会への協力
を通して地元地域の青少年育成に支援してまいりまし
た。次年度になっても継続して事業を行っていただき
たいと思います。

