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各委員会報告
新年度活動計画の発表

7 月誕生・結婚記念祝い
「誕生祝」 花澤昇一会員

越川博光会員

「結婚記念祝」 市原豊彦会員
「奥様誕生祝」 市原豊彦 夫人 令子様
「感謝状と記念品 贈呈」
皆さん、こんにちは。連日暑い日が続いています
が、熱中症への備えは十分にされていますか？
昨日は、愛知県豊田市で小学校 1 年生の男の子が校
外学習の際に熱中症で亡くなるという残念なニュー
スがありました。校長先生も判断が甘かったとおっ
しゃっていましたが、幼い大切な命を失う前に何か
対策はできなかったのかと悔やまれます。過信せ
ず、慎重な熱中症対策の大切さを痛感いたしまし
た。皆さんも、どうぞこまめに水分と塩分の補給を
してください。お風呂上りのビールは美味しいです
前川成吉前会長・倉石昌治前幹事
一年間ありがとうございました

が、喉がかわいてからでは遅く、お風呂の前に水で
水分補給するのが良いそうです。また、ご存じだと

委員会報告

は思いますが、早急に身体を冷やしたい場合は、首
という名のつく場所を冷やしてください。首、手
首、足首などです。今年は梅雨明けが早く、暑い夏

新年度活動計画の発表

が長いので、お互いに体調管理に気を付けましょ

◇職業奉仕委員会

う。

臨時理事会報告
日時：平成 30 年 7 月 17 日（火） 17：00

委員長 鈴木匡哉

場所：成田空港南ＲＣ事務所

今年度 RI 会長バリー・ラシン氏は”Be The

議題

Inspiration”
「インスピレーションになろう」とい

第 1 号議案． 災害義援金の件

うテーマを掲げ、
「大きなことに挑戦しようという

いろいろな意見を頂戴しました。その結果

インスピレーションを、クラブやほかのロータリア

「今回の災害について義援金をやりましょう」

ンに与えて下さい。自分よりも長く、後世に生き続

と決定し、その後の段取りについては各関係委

けるものを生み出すために、行動を起こす意欲を引

員長と話し合い決定したいと思います。

き出していただきたいものです」と呼びかけまし

第 2 号議案． 事務員募集の件
会長幹事に一任する

た。職業奉仕委員会は、会員一人一人が自らの職業
を通じて他の会員や地域の人々へのインスピレーシ

第 3 号議案． その他

ョンとなり、ロータリーの行動原理である職業奉仕

①名刺…第 6 分区から第 7 グループに名称変更の為

を通じて今年度テーマを実践するべく活動いたしま

顔写真入り名刺を配布（一部会員負担）

す。

②ポロシャツ…全員に配布（全額会員負担）
③通帳・印鑑の件…会長・幹事・会計のいずれかが
預かる

１．会員、地区委員のみならず、外部の職業人によ
る卓話を実施し、実践的な職業奉仕を学ぶ。
２．地区委員会主催のセミナー等への積極的な参加
を促す。

幹事報告

３．社会的評価の高い企業の会社訪問を実施し、会
員各々の識見を深め、職業奉仕の実践に役立て

①例会のお知らせ

る。

・八日市場ＲＣ
・茂原東ＲＣ
②会報受領クラブ

◇クラブ研修委員会

・多古ＲＣ
③活動計画書受領クラブ
・多古ＲＣ ・流山ＲＣ
④その他
・ロータリー囲碁同好会のご案内
・ロータリー希望の風奨学金「風の便り」

委員長 倉石昌治

・ﾊｲﾗｲﾄよねやま（2018.7/12 vol.220）

わがクラブが健康で元気であり続けるための情報を

・横芝光町長より海岸清掃についてのお礼状

正しく伝える努力をしてまいります。
１．新会員も現会員もモチベーションを高める事の
出来る勉強会（炉辺会合）を実施致します。
２．クラブ会員のニーズを尊重しクラブ運営の柔軟
性を保つために各委員会とも情報を密にして参

◇クラブ広報委員会

ります。
３．地区開催のセミナーには積極的に参加をし、ロ

◎会報委員会

ータリーの勉強並びに他クラブとの親睦の貴重
な時間を共有いたします。
４．週報に今年度ガバナーサブテーマである「分か
りやすいロータリーを目指して」の情報を掲載
いたします。
どうぞご協力のほどよろしくお願い致します。

委員長 小林定雄
週報をより一層読みやすく編集・発行して、配布さ
せて頂きます。

◇クラブ奉仕委員会
◎プログラム委員会
◎ＩＴ・雑誌委員会

委員長 土屋俊夫
プログラムは例年通り行いますが、例会日等の確定

委員長 越川 忠

は各委員会の行事決定、地区、第 7 グループの日程

活動計画

によります。そのため自主的には決定できないので

１．例会において「ロータリーの友」の記事の紹介

関係者の情報に気を付けて活動します。

を致します
２．当クラブのホームページをより多くの人に閲覧
していただけるよう内容を充実してまいりま

◎親睦委員会

す。

◇青少年奉仕委員会

委員長 石田喜一
8/23 納涼会はビューホテルで予約済みです。観月
会は席の都合により先着 30 名で締め切らせて頂き
ますが、今月いっぱいでしたら追加は可能です。

委員長 行木英夫
地元地域の文化・スポーツ活動を支援することによ
り、青少年の育成に努めてまいります。その一環と

◎出席委員会

して当クラブは毎年行っている剣道大会、文化・ス
委員長 秋葉英昭

ポーツ活動に対して協賛等の支援をし、より多くの

➀出席率の向上を図る

若者にロータリーの魅力を伝え、さらには未来のロ

②対前年比＋1 名を目指します

ータリアンとすべく各種イベントへの支援を継続し

③出欠の確認方法の見直しを行う→昼食の無駄

てまいります。

を０にする

【事業計画】
１．発明クラブへの協力
２．金刀比羅神社書道展への協力
３．剣道大会への協力

◇ロータリー財団委員会

◇活動計画書について

委員長 青柳 誠

担当 安藤卓造

【基本方針】ロータリー財団の使命は、
「ロータリ

活動計画を提出していない方は早めに事務所に提出

アンが健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧

してください。よろしくお願い致します。

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」でありますが、それ

名刺について…名称が新しく第 7 グループに変更に

には会員の皆様方の寄附金が財源となりますので、

なりましたので、顔写真つき名刺を作成することに

多くの寄付金御協力をお願い致します。

なりました。皆さんの要望、意見を聞きながら作っ

【寄付の受皿】

て行きたいと思います。ご協力をお願い致します。

１．年次基金寄付…３年後に半額が地区内クラブの
活動の補助金に。
２．ポリオプラス…ポリオ撲滅活動を支援する為の

◇クラブのポロシャツについて

寄付
３．恒久基金寄付…ロータリー財団の基本財源に組
みいれられる
４．その他寄付…指定寄付、臨時に設置された基金
など
担当 鈴木匡哉
今着ているジャンパーですと暑いのでポロシャツ作

◇国際奉仕委員会

成を検討しております。2000 円程度のご負担を頂
くような形になります。よろしくお願い致します。

ニコニコボックス
委員長 前川成吉

川島宭君・青柳誠君・土屋俊夫君・小林定雄君

【基本方針】国際奉仕の意味をさらに深く勉強・理

石田喜一君・前川成吉君・古西弘和君・行木英夫君

解し、他のクラブの活動状況なども参考にしなが

伊藤元雄君・杉森幹男君・高田一行君・小川佐内君

ら、当クラブとして何が出来るかを模索して、これ

倉石昌治君・安藤卓造君・秋葉英昭君

を実行にむけて行きたいと思います。
【事業計画】

小川佐内君

１．ポリオ撲滅活動を推進し、世界の子供達の健康
改善に努めます。

…シーブリーズが 25 周年になりました
安藤卓造君

２．被災地への支援・協力をいち早く出来るように

…活動計画書よろしくお願い致します

します。
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☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★

