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  小林宏子様 / 志田延子ガバナー補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。ここ２～３日は少し過ごしや

すいかなと思いますが前回の移動例会では暑い中

成田山へのお参り、そして田中商店さんでの懇親

会ありがとうございました。本日は第６分区ガバ

ナー補佐 志田延子様、そして茂原中央ロータリー

クラブ小林宏子様ようこそお越し下さいました。 

志田様、小林様には本日はメーキャップとしてお

越し頂きました。ありがとうございます。又、後

程お話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお

願いします。本日の例会もご来訪者のご挨拶と各

委員長から新年度活動報告の発表がございますの

で会長挨拶はこれぐらいにしたいと思います。 

 

会務報告ですが、ガバナー事務所より九州北部豪

雨災害に対する義援金のお願いが来ております。

８月の理事会にて審議いたしますが会員皆様のご

協力をお願いします。 

 

 

 

 

①例会のお知らせ（回覧） 

・茂原中央ＲＣ ・八日市場ＲＣ ・小見川ＲＣ 

例会報告（平成 29 年 7 月 27 日） 

平成 29年 8月 3日発行 NO.2191 第 2344例会  会長 前川 成吉   幹事 倉石 昌治   会報委員長 桜井 隆宏 



委員会報告 

ご挨拶 

・佐原ＲＣ ・多古ＲＣ 

・東金ＲＣ 

②活動計画書受領クラブ 

・流山ＲＣ ・多古ＲＣ 

③会報受領クラブ 

・小見川ＲＣ 

・八日市場ＲＣ 

・成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝＲＣ 

④その他（回覧） 

・2016-17年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より任期満了のお礼状 

・横芝光町長より 7/2海岸清掃のお礼状 

・ﾊｲﾗｲﾄよねやま 

・千葉北ＲＣ創立 20周年記念事業のご案内 

・八千代ＲＣ創立 50周年記念誌 

・「米山奨学会 50年のあゆみ」記念誌 

・８月ロータリーレートは、111円です。 

⑤お願い 

・回覧させて頂いております活動計画の内容確認

をお願い致します。中の個人情報等のページも

各自ご確認頂き内容等訂正がございましたら加

筆をお願い致します。本日最終確認となりま

す。今回、例会場の変更、クラブ定款細則変更

等があり神経を細かくしながら確認しておりま

す。最終段階に入り間もなく印刷に入りますの

で少々お時間を頂戴したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第６分区ガバナー補佐  志田 延子 様 

今日はガバナー補佐としてではなく、本来私共茂

原中央ＲＣが分区のゴルフ大会を開催しなければ

ならないのですが、今年度成田空港南ＲＣの方々

にお願いしたところ受けて頂けるという事でござ

いますので、今日はそのお願いに上がった次第で

ございます。よろしくお願い致します。心から感

謝しております。いよいよガバナー補佐としての

仕事も 8/3東金ビューＲＣ夜間例会が最初のガバ

ナー補佐訪問です。こちらの方へは 9/7に伺わせ

て頂きます。そしてガバナー訪問が 21日になりま

すけれどもどうか皆さんよろしくお願い致しま

す。この一年頑張りますので皆さんご協力のほど

よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

◇セミナー出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ研修リーダー  冨  一 美 

2017年 7月 23日（日）13時から三井ガーデンホ

テルで行われましたクラブ研修リーダー及び委員

長セミナーの参加報告をさせていただきます。 

セミナープログラムの概要とその際に行われたパ

ネルディスカッション並びにグループディスカッ

ションの内容を簡単にご紹介します。 

 

第１部でパネルディスカッションいわゆる（公開

討論会）が行われまして、コーディネーター主動

により、パネリスト６人に対して、クラブ研修に

ついて「ロータリアンの誇りを持ちましょう」と

いうテーマで 40分間行われました。その後第２部

でグループディスカッションをグループを変えて

２回行われ、テーマ１で「意義ある研修リーダー

を目指すため」とテーマ２で「クラブ研修を意義

あるものにするためには」というテーマで各 40分

間ずつ行われました。 

その中で各クラブでの研修方法でいくつか印象に

残ったことをご披露申し上げますと、 

１．ファイヤーサイドミーティングなどで入会５

年未満の会員を対象に年５回の研修会。中に

は年１回。 

２．委員会はないけれど例会終了後に先輩がお茶

会ミーティングで教えてくれている。 

３．毎月１回定期的に研修会を開催している。 

４．毎月第２例会でクラブフォーラムを開催し、

パスト会長にカウンセラーをお願いして話し 



合いをしている。それ自体が研修と思う。 

５．各地区委員会の行うセミナーを研修の場とし

て 積極的に参加させている。つまり体現（参

加）させることが一番の研修である。具体的

には、RLI（ロータリーリーダーシップ研究

会）ロータリアンの指導力開発を目的とした

プログラム、或は分区単位で行われるロータ

リー情報研修会などである。 

６．クラブで出来ること、地区で出来ることをセ

ットで教えている。 

７．それらを体現したことをクラブで委員会報告

としてしっかり行うことや、身近の情報をレ

スポンス良く伝えることがある意味研修にも

つながる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめますと、今回のセミナー全般を通じて皆さ

んのお話から感じたことは、ロータリアンによっ

てロータリーの考え方に相当の温度差を感じたと

いう事です。ロータリーの考え方というのは決議

23-34にもありますように、一つの人生哲学であ

り生き方であると思います。そのロータリー活動

を研修するというのは主に心を高めるものであ

り、その為の知識や奉仕をするための技能を磨く

ことであると私は認識しております。よって、こ

れからもクラブや地区が行うセミナーなどの研修

の場に会員自らが率先して参加していくよう会長

幹事を通じて、促していきたいと思います。どう

ぞ皆さんも面倒くさがらずに研修やセミナーには

率先して参加していただきたいと思います。他の

会員の皆さんの話に心を開いて聞いていますと、

必ずや新しい気付きがあると思います。どうぞ宜

しくお願い致します。以上報告を終わります。 

 

 

 

◇研修会出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

副カウンセラー  渡邊 孝文 

7月 22日（土）米山記念奨学委員会主催のカウン

セラー・米山奨学生研修会に土屋カウンセラーの

代理で出席して参りました。6分区中 5クラブが

世話クラブということに驚きました。奨学生は卓

話の訓練、当クラブの王さんも出席しておりまし

た。カウンセラーは何人か集まってそれぞれの悩

み等を話していました。今年初めての人がほとん

どで、いろいろな立場で活動したらいいのではな

いかと言っておりました。皆さん結構楽しそう

で、奨学生を迎えているクラブはいろいろ活動し

ている事を感じました。 

 

 

新年度活動計画の発表 

◇職業奉仕委員会 

 

 

 

 

 

 

 

委員長  高田 一行 

【基本方針】 

 職業奉仕は、ロータリーの金看板として日本の

ロータリーアンに信奉されてきました。「おもい

やりの心を持って他人のために尽くすこと」と

か「最もよく奉仕する者、最も多く報われる」

というロータリー哲学の実践上にあります。 

会員の減少によっていろいろな奉仕団体が、現

在、存亡の危機にあるようにおもいます。 職

業人としてロータリアンとしての心構えを持っ

て倫理基準を育てていきたいとおもいます。 

【活動方針】 

１．各会員が事業において高い倫理基準をもっ    

  て行動する。 



２．「四つのテスト」の唱和を例会ごとにする。 

３．優良企業の会社訪問を計画する。 

４．研修委員会と協力して会員卓話やオリエテ

ーションを開催する。 

 

 

◇会員増強・退会防止委員会 

 

 

 

 

 

 

 

            委員長  内田 裕雄 

【基本方針】 

 会員の減少に歯止めがかからないと叫ばれてい

る昨今、会員増強と退会防止は極めて重要な課

題といえます。当委員会は各委員会とも強調し

目標達成に知恵を出したい。時代の変化に対応

し例会の内容や奉仕活動等、周辺社会へ魅力あ

るロータリーであることを発信して高い評価を

得られることが望ましい。 

 

【活動方針】 

①退会防止 

  病気や止むを得ない事情は別として、例会や

各種奉仕活動に欠席がちな会員の方に親切に

連絡を取り状況を確認して、出来るだけ出席

されるよう依頼する。外部卓話を増やし満足

度を高め勉強の機会とする。ロータリー活動

運営には心地良い雰囲気づくりに心がける。 

②会員増強 

  団体のリーダー・友人・知人・仕事関係の人

脈を通じて候補者を探し出す。入会を勧める

タイミングと誠意をもってロータリー活動内

容の説明が大事です。 

③目標 

 ㋑純増２名 退会０ 新入会員歓迎会１回以上 

 ㋺入会５年未満を中心に先進クラブにメークア

ップ 

  例（東京ＲＣ 成田ＲＣ 近隣ＲＣ） 

 ㋩会員卓話 

 

 

◇クラブ広報委員会 

 

 

 

 

 

 

 

            委員長  安藤 卓造 

【基本方針】 

 ロータリークラブの認知度を高め、同時に当ク 

ラブの活動情報を広く発信してまいります。 

実際にどの様に活動をするかといいますと、ホ

ームページ、SNS を使って積極的に広めていき

たいと考えています。各種媒体を積極的に活用

させて頂く、そのためにはロータリーの友にも

積極的に掲載依頼をこちらから発信させていき

たいと考えております。チャンスがあれば新

聞・雑誌・テレビ等にも媒体掲載を目指して活

動していきたいと考えております。皆様方の中

でその様なところと密接につながっている方も

おりますのでその辺の所のお力を借りて活動内

容を広く広報して参りたいと思っております。 

 

 

◇社会奉仕委員会 

 

 

 

 

 

 

 

            委員長  渡邊 孝文 

【基本方針】 

 地域社会のために、ロータリークラブが役立つ

事を検証して、地域に対する奉仕活動を行うと

ともに、ロータリーの地域への認知度を高め、

クラブの活性化、会員増強につながればと考え

ております。活動内容としては、環境保全、文

化、スポーツ、青少年育成等を青少年奉仕委員

会と協力して活動していきます。今年は以下の

事業についてそれぞれの主催者と協力して実施

いたします。 

【事業計画】 



１．青少年育成事業 

   •近隣小学校へのテントの寄贈 

２．環境保全活動 

   •栗山川鮭稚魚放流事業 

   •屋形海岸清掃 

   •横芝駅前時計設置事業 

３．文化事業 

   •ＡＥＤ講習 

 

 

◇ロータリー財団委員会 

 

 

 

 

 

 

 

           委員長  鈴木 恭一 

【基本方針】 

 ロータリー財団の使命は「ロータリアンが健康

状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救

済することを通じて、世界理解、親善、平和を

達成できるようにすること」であります。 

【活動計画】 

１．ポールハリスフェロー、マルチプル、ベネ

ファクタへの協力とお願い。 

２．財団への特別寄附者２名以上の目標を予定   

しております。 

３．ロータリー財団月間には卓話をお願いす

る。（11月） 

 

 

◇米山記念奨学会委員会 

 

 

 

 

 

 

 

委員長  越 川   忠 

【活動計画】 

１．米山記念奨学会への寄付をお願いします。 

２．特別寄付米山功労者、2 名を目標とします。 

３．米山奨学生・王さんの世話クラブとしてサ

ポートをさせて頂きます。 

 

 

 

 

青柳誠君・越川忠君・土屋俊夫君・向後雅生君 

冨一美君・鈴木恭一君・内田裕雄君・小林定雄君 

石田喜一君・前川成吉君・古西弘和君・行木英夫君 

市原豊彦君・伊藤元雄君・高田一行君・渡邊孝文君 

安藤卓造君・上原広嗣君・鈴木匡哉君 

  …志田ガバナー補佐､小林様ようこそ 

倉石昌治君 

  …志田ガバナー補佐､小林様ようこそ 

田中商店欠席で申し訳ありません 

鈴木匡哉君 

  …ロータリーの友を来月見て下さい 

 

本日計    22,000 円 

累 計    80,000 円 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス 

例会日 会員数 出席 

7月 27日 35 21 

 

出席率に
用いる数 ％ 

31 67.74 

 

☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★ 

出席報告 



 

 

 

 


