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会長 高田 一行

例会報告（平成 31 年 4 月 25 日）

幹事 杉森 幹男

会報委員長 小林 定雄

なかなか無い長い休日をどうぞ有意義にお過ごしく
ださい。ところで、旅行といえば 18 日に台湾の東
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「我らの生業」

行に人気の場所でもありますが、今回はそれほど深

和

「四つのテスト」

刻な被害はなさそうです。しかし、台湾も日本と同
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じ地震大国であり、今後も大きい地震が起こる可能
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性は高いかもしれません。台湾は親日傾向が強く、

ソ
唱

ン

前川成吉

プログラム

岸で震度 7 の地震がありました。景勝地であり、旅

東日本大震災の時の義援金も海外では台湾からが一

各委員会報告

番多かったと聞きます。人口 2000 万人の国であり

地区研修・協議会の報告

ながら、200 億円の義援金をいただきました。恩を
忘れず、同じ地震大国として、支えあっていけたら

会長代理挨拶

良いのではないかと思います。少し話がそれてしま
いましたが、楽しい連休をお過ごしください。来月
もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

幹事報告

皆さん、こんにちは。本日も代理としてご挨拶させ
て頂きます。
4 月 1 日に新元号「令和」が発表されました。そし
て、いよいよ 5 月 1 日に施行され、皇太子殿下が新
天皇に即位なさいます。また、改元される 2019 年

①例会のお知らせ

5 月 1 日を一回限りの祝日扱いとする特別法案が成

・佐原香取ＲＣ・東金ＲＣ・茂原東ＲＣ・多古ＲＣ

立したことによって、今年のゴールデンウィークは

②会報受領クラブ

10 連休となります。10 連休ともなると、過ごし方

・小見川ＲＣ・東金ビューＲＣ・茂原中央ＲＣ

もどうしようかと考えている方も多いと思います。

・茂原東ＲＣ・茂原ＲＣ・大網ＲＣ

海外旅行に行ったり、登山をしたり、のんびり温泉

③ガバナー事務所より

も良いですね。また、年末は忙しくて大してできて

・
「ﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｰ・希望の風ｺﾝｻｰﾄ」講演会のご案内

いなかった家の大掃除をするのも良いでしょう。

・第 52 回ｲﾝﾀｰｱｸﾄ指導者講習会のご案内

・2019 年規定審議会事務局より議事録のご案内
・フェアウェルパーティのご案内
④その他
・2019-20 年度 地区国際奉仕委員会より
高雄博愛ＲＣ（台湾）との姉妹クラブのお誘い
・平成 31 年度八匝少年少女発明クラブ開校式につ
いての依頼
・公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会より
ハイライトよねやま
・女性交流会会長倉島圭子様（鴨川ＲＣ）より
女性交流会のご案内

会員増強・維持拡大委員会 代理出席 越川忠

2019-2020 年度の単年度の目標として、各クラブ

21 日）

に対して、年度内の会員数の純増 1 名以上、女性
会員がクラブの 1 割以上在籍、また若手職業人の

1 日）

増強を目指して下さいとのことでした。ちなみに

地区研修・協議会の報告

2018 年 7 月 1 日地区会員数 2797 人
2018 年 12 月末日地区会員数 2883 人（86 人増）
2018 年 7 月 1 日女性会員数 189 人
2018 年 12 月末日女性会員数 202 人（13 人増）
現段階で女性会員０のクラブが 83 クラブ中 20 ク
ラブとのことです。以上、報告です。

会長会 市原豊彦

4 月 20 日に、次年度地区研修会が、アパホテル＆
リゾート東京ベイ幕張ホールで行われました。出席
された委員長の皆様、ご苦労様でした。午前中は、
本会議として全体会議が行われました。その中で、
次年度ＲＩ会長方針が映像により上映され、続いて

広報・公共イメージ向上委員会 土屋俊夫

諸岡ガバナーエレクトによる地区運営方針のお話が

地区はスローガン「ロータリーから千葉元気に」を

ありました。次年度のＲＩ会長のテーマは「ロータ

受け、効果的に発信する事と情報発信に注力する。

リーは世界をつなぐ」であり、そして諸岡ガバナー

く前半＞

エレクトは、次年度の地区スローガンは「ロータリ

➀地区内クラブヘの HP 開設及び更新や内容充実 援

ーから千葉を元気にして」と宣言され「地区 3,000

21 日）
1 日）

SNS 活 提案と支援

名会員、300 名女性会員、会員数 30 名未満のクラ

②マイロータリー登録支援

ブの基盤強化、３クラブ新設」を目標にすると話さ

く後半＞

れました。午後は、各部会に分かれての協議会が行

➀地区 HP にてオリパラ情報の集約

われました。会長会では、地区予算案の採択が行わ

②競技内容、キャンプ地、国・チーム

れ、続いて地区方針の説明、依頼事項、質疑応答が

③ロータリアンにオリンピックに参加（楽しむ）様

21 日）
1 日）

ありました。そして、各グループのガバナー補佐と

を発信

各グループの 2～3 クラブの会長による所信表明及

1．HP 関係

び事業計画の発表がありました。第 7 グループの堤

➀既に HP を開設しているクラブにおいては、でき

ガバナー補佐は、次年度のグループ内の戦略計画の

るだけ更新の頻度を上げて欲しい

一環として「情報研修会」を企画しているとのこと

②スマホ対応状況を再度ご確認ください。

でした。ちなみに、この研修会は、令和元年 9 月

2. FB 関係

24 日に東金文化会館で開催されます。以上です。

①複数の担当者を設定
可能であればアカウントの作成

②クラブにあったガイドライン策定のための準備

4,797 円だそうです。
○特別寄付
法人・個人の名前を登録し、寄付は累計され、
米山功労者として表彰されます。
ちなみに当クラブは 2790 地区、2018 年 6 月 30
日現在、84 クラブ中 43 番目で、個人平均
13,212 円です。地区目標は 15,000 円だそうで
す。

以上

ロータリー財団委員会 渡邊孝文

ロータリー財団はクラブの活動を支援する部門で

21 日）

す。ロータリーが活動する費用の財源は寄付金で
す。ロータリー財団への寄付はロータリーの活動資

1 日）

金の支援です。寄付は第二の奉仕です。寄付 0 クラ
ブをなくし、一人年間 30 ドルを目標によろしくお
願い致します。ロータリーはポリオを 99.9％根絶
した団体と言っていいと思います。地区補助金、グ

PETS 報告 市原豊彦

ローバル補助金を利用した奉仕活動を積極的に行っ

2 月 16 日と 3 月 24 日に、成田ビューホテルで会長

て下さい。

エレクト研修セミナーが行われました。

21 日）

2019-20 年度、国際ロータリークラブ会長マーク・
米山記念奨学委員会 行木英夫

1 日）

ダニエル・マローニー氏は、ＲＩテーマを「ロータ

1. 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会とは

リーは世界をつなぐ」(ROTARY CONNECTS

日本に在留している外国人留学生に対し、日本全国

THE WORLD)と発表されました。そして次の４点

のロータリアンの寄付金を財源として、奨学金を支

を強調事項とされています。

給して支援する民間の奨学団体です。国内では民間

1．ロータリーを成長させる。

最大規模の国際奨学事業であります。

2．家族を参加させる。

東京ロータリークラブが米山梅吉氏の功績を記念に

3．ロータリーのリーダーになる道を拓く。

して始めた国際奨学事業が国内の全ロータリー地区

4．国際連合との歴史的な関係に焦点を置く。(ロー

の合同事業に発展し、60 年以上の歴史をもつ「日

タリー創立１１５年、国連設立７５年)

本のロータリー独自の国際奨学事業」であります。

そして以上を総合勘案して、RI が目指す方向性

2017－2018 年度の奨学生数は 852 名です。これま

は、ロータリーの組織としての勢いを回復し、地域

で支援した奨学生は累計 20,396 名、出身国は世界

社会や家族、職域に新たなつながりをつくり、世界

127 の国と地域に及びます。

をつなぐ役割を果たすことであるとしています。

2. 米山事業の理解促進

また、2019-20 年度諸岡靖彦ガバナーは、RI 会長

○米山月間（10 月）などに関係プログラムを企画

の「つながり」というテーマのもとに、地区スロー

21 日）
1 日）

する

ガンとして【ロータリーから千葉を元気にして】と

・クラブで米山記念奨学委員長、委員、学友に

宣言され、地区内の各クラブがそれぞれのクラブ戦

よる卓話
・奨学生・学友との懇親会

略を持ち、地域社会のニーズに応える奉仕活動プロ
ジェクトができるように地域の会員基盤や奉仕の在

3.寄付増進

り方を考えて欲しいと言われ、次の４項目を目指さ

○普通寄付金

れています。

財団法人設立許可条件にもなっており、安定

1．地区３０００名会員

的・継続的財源として普通寄付を各クラブ単位

2．３００名女性会員

に人数と単価の報告でお願いしております。

3．会員数３０名未満のクラブの基盤の強化

2017 年度の全国普通寄付額は年 1 人当たり

4．地区内３クラブの新設

クラブに刷新性、柔軟性を持ち込み、戦略計画を創

ニコニコボックス

り、地域の可能性を求め誇りを回復します。会員意
識のうえでロータリーの優先順位を高め、地域のリ
ーダーにふさわしいロータリアン・リーダーシップ
を推奨します。変化への対応力を高めるために、会

小川佐内君
…兄が上位当選致しました。ありがとうございま
した。

員基盤に女性や若手職業人を加え、ロータリーアク

青柳 誠君・越川 忠君・土屋俊夫君・内田裕雄君

ターを育成します。クラブの経営を確立するため

小林定雄君・前川成吉君・古西弘和君・渡邊孝文君

に、親睦、例会、委員会、奉仕プロジェクト、クラ

鈴木匡哉君・宮口隆夫君

ブ戦略に於いて求心力を高め、クラブのガバナンス

…平成最後の例会です。

(統治)の確立を支援し、他団体との良き関係づくり

本日計
累 計

を推奨します。２０２０年オリパラ、日本のロータ
リー１００周年を控えて、各グループ、地域ごとに

11,000 円
603,005 円

ロータリーの公共イメージを盛り上げます。
具体的に次のものを推奨事項としています。
1．マイロータリー及びロータリークラブセントラ

出席報告

ルのリソース活用、登録認証の推奨
2．各クラブのホームページ開設更新及び会員連絡
手段として SNS の活用を推奨
3．地区補助金、グローバル補助金を積極的に活用
した奉仕プロジェクトの推奨
4．
「寄付ゼロクラブ」をなくす
5．ロータリーカードの作成の推奨
ＲＬＩ方式の座談会が 2 セットあり、様々なクラブ
の様子が聞けました。以上です。

委員会報告
◇プログラム委員会
成田ロータリークラブへメーキャップに行こうと思
うので、神崎会長と打合せした結果、5 月 10 日に
予定をして任意参加でやりたいと思っています。ま
たご案内しますので、よろしくお願いします。
（委員長 土屋俊夫）
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4 月 25 日
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☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★

