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8 月誕生・結婚記念祝い

前川会長 / 土屋会員

「乾杯のご発声」
第 41 代会長

「誕生祝」 桜井隆宏会員

杉森幹男会員

古西弘和会員

野島暉通会員

鈴木伸也会員

市原豊彦会員

内田裕雄会員

会長挨拶
いよいよ８月、本格的な真夏に入りましたが、夏
バテには気をつけましょう。昔の夏バテの原因は
暑さにより食欲の低下でしたが、最近の夏バテの
前川会長/ 野島会員 / 古西会員

原因はエアコンだそうです。エアコンのきいた室
内と暑い外との温度差に身体がうまくついて来ら
れず身体が混乱して自律神経失調状態になること
が大きな原因と言われています。温度差が５度以
上あると身体の温度調整がうまく働かないそうで

すので、外が 32 度ならエアコンは 28 度設定が理

幹事報告

想だそうですがこれではあまり快適な状態ではな
いですね。まず適度な運動をし、汗をかき、シャ
ワーではなくお風呂が良いそうです。ぬるま湯で
20 分くらいが良いそうです。又、その後の水分補
給を忘れずにして下さい。皆さんそれぞれに夏バ
テ解消法があると思いますが、健康にはくれぐれ
も留意してこの夏を乗り越えましょう。

①例会のお知らせ（回覧）
・茂原ＲＣ ・大網ＲＣ ・銚子ＲＣ
・千葉緑ＲＣ（会長変更のお知らせ）

理事会報告

②活動計画書受領クラブ
・佐原ＲＣ ・小見川ＲＣ

第 2 回定例理事会

③ガバナー事務所より

日時：平成 29 年 8 月 3 日（木） 11：00

・地区大会記念ゴルフ大会のご案内

場所：成田空港南ＲＣ事務所

10/23 藤ケ谷Ｃ.Ｃ.

議題

・ガバナー事務所夏季休業のご案内

第 1 号議案． 7 月度会計承認の件

・会員増強･新クラブ結成推進月間、リソースのご

承認されました

案内

第 2 号議案． 8/17 納涼会について

・財団 NEWS 2017 年 7 月号

18：00 事務所バス出発
18：30 点鐘

場所 シーブリーズ

第 3 号議案． ガバナー補佐訪問について

委員会報告

9/7 に行われます 全参加でお願いします
第 4 号議案． 横芝駅前時計塔設置について
ポール部分にサビを考慮した材質での再見積

新年度活動計画の発表

◇国際奉仕委員会

をする
第 5 号議案． 九州北部豪雨災害に対する義援金
の件
当クラブとしては行わない
第 6 号議案． 「希望の風推進委員会設置」の可
否について
否決されました
第 7 号議案． （2020-21 年度ガバナー候補者）
なし
第 8 号議案． 椎名鐐一郎会員退会の件
承認されました
第 9 号議案． 地区大会記念ゴルフ大会の件
補助 5000 円が支給されます
第 10 号議案． その他
①おにぎり会
新会長 石田喜一会員
新会計 渡邊孝文会員が就任しました
②横芝野球…優勝旗の寄付は否決されました

委員長

上原 広嗣

【基本方針】
国際奉仕の意味をよく理解し、クラブとしてど
のような形で活動したらよいかを会長はじめ会
員各位でよく話し合い、考えながら進めてまい
りたいと思います。
【事業計画】
１．世界平和を希求してまいります。
２．ロータリーにおける国際奉仕の理解につと
めます。
３．災害などが発生した場合、被災地の支援を
行います。
４．発展途上国に対する支援プロジェクトにつ

いて、会員の意見を聴きながら検討を開始

◇会計

したいと思います。

◇クラブ広報委員会

委員長

行木 英夫

本年度の会計を務めさせて頂きます行木です。本
年度の委員会の方針は、皆さんが意識しなくて
も、収入・支出・積立金がわかるように「見える
ＩＴ・雑誌委員長

鈴木 匡哉

化」に心掛けて参ります。又本年度より、本予算

ＩＴ・雑誌委員会から報告いたします。ロータリ

とは別途に前年度のニコニコ基金を基に「ニコニ

ーの友８月号ｐ.64 に私の投稿が載りました。こ

コ社会奉仕基金」として予算化し、社会奉仕事業

れからも当クラブの広報のために、先日の海岸清

別に支出を報告し「見える化」を進めて参りたい

掃、今年度の時計塔の設置、毎年行っております

と思いますので 1 年間、宜しくお願い致します。

テント寄贈、鮭稚魚放流事業などクラブの活動を
ロータリーの友に載せて頂こうと思っておりま
す。提供写真は集合写真じゃないものをお願い致

◇ＳＡＡ

します。

◇クラブ奉仕委員会

委員長

古西 弘和

一年間どうぞよろしくお願い致します。
【基本方針】
会場監督として例会が楽しく運営されるよう常
親睦委員長

花澤 昇一

に心配りをし、品格と風紀を守り、ロータリー

親睦委員会として、和気あいあいと多少遊びも取

の会合がその使命を発揮できるように運営・監

り入れ、皆さんからも情報を頂きながらやってい

督していきたいと思います。

きます。
【事業計画】
（上半期活動予定 Ｈ29.7～12 月）
１．10/9(月)～10(火) 会員親睦旅行
熱海初島リゾートホテル（予定）

【活動計画】
１．例会にて「四つのテスト」の唱和をする。
２．会員は例会にてロータリーバッジを着用す
る。

専用クルーザー船にて初島→伊豆大島→駿

３．ご来賓・ビジターへの配慮をする。

河湾遊覧、花火見学など

４．各委員会との連絡を密にし、円滑な例会運

２．12 月 家族同伴親睦移動例会

営を行う。地域社会のために、ロータリー

ホテルサンモールにてディナーを兼ねて実

クラブが役立つ事を検証して地域に対する

施予定。アトラクションとしてバンド演奏

奉仕活動を行うとともに、ロータリーの地

他、各イベント考案中です。

域への認知度を高め、クラブの活性化、会

下半期は予定が決まりましたら報告致します。

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

場所：東京情報大学キャンパス

ツ、青少年育成等を青少年奉仕委員会と協

第 6 号館学生会館ビオーネ前

力して活動していきます。今年は以下の事

〒265-8501 千葉市若葉区御成台４−１

業についてそれぞれの主催者と協力して実

http://www.tuis.ac.jp/

施いたします。

参加費：（当日現地にて申し受けます）
奨学生・学友・その家族: 1,000 円

今年度から例会場が変わり毎度会場設営と撤去に
時間がかかります。会員の皆様、お時間のある時

ﾛｰﾀﾘｱﾝ: 5,000 円/ 中学生以下: 無料
申込は 8 月 15 日（火）までに

は早めに来てお手伝いして頂ければ助かります。
どうぞご協力のほどよろしくお願い致します。

その他、7 月・8 月学友会の活動について報告があ
りました。

◇青少年奉仕委員会
委員長

杉森 幹男

ニコニコボックス

委員長欠席のため、代読 副委員長 古西 弘和
【基本方針】

青柳誠君・倉石昌治君・花澤昇一君・上原広嗣君

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。
その一環として当クラブは、毎年行っている剣
道大会、文化・スポーツ活動に対して協賛等の
支援をし、より多くの若者にロータリーの魅力
を伝え、さらには未来のロータリアンとすべく
各種イベントへの支援を継続してまいります。
【事業計画】

…8 月の第一例会です。夏の行事は盛りだく
さんと思いますのでがんばりましょう
土屋俊夫君・前川成吉君
…奥様誕生祝いありがとうございます
野島暉通君・古西弘和君
…誕生祝いありがとうございます
内田裕雄君
…暑さにめげずがんばりましょう！

１．発明クラブへの協力

鈴木匡哉君

２．金比羅神社書道展への協力

…8 月のロータリーの友に投稿が載りました

３．剣道大会への協力

本日計
累 計

会員の皆様の多数のご参加と協力が必要となりま

18,000 円
98,000 円

す。一年間どうぞよろしくお願い致します。

出席報告
◇地区米山記念奨学委員会
例会日

会員数

出席

出席率に
用いる数

％

8月3日

35

24

32

75.00

☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★

委員長

冨

一 美

地区米山記念奨学会学友会主催
「ロータリーデー BBQ 大会 2017」開催のご案内
日時：2017 年 9 月 2 日(土曜日) 12:00〜15:00
（雨天の場合も実施いたします）

