
7月誕生・結婚記念祝い 

 

 

 

 点    鐘   会  長  市原豊彦 

 ソ  ン  グ   「君が代」 

          「奉仕の理想」 

 唱    和   「四つのテスト」 

 会 長 挨 拶    会  長  市原豊彦 

 幹 事 報 告   幹  事  上原広嗣 

 プログラム 

  第一例会につき 結婚・誕生祝い 

  委嘱状の伝達 

  前年度会長幹事に感謝状・記念品贈呈 

  前年度会計報告 

  各委員会報告 

  新年度活動方針・活動計画の発表 

 

 

 

「誕生祝」 花澤昇一会員 

 

「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 

        宮口隆夫夫人 正江様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「委嘱状の伝達」 

  国際奉仕委員会 委員 古西弘和会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  青少年奉仕委員会（ロータリー学友会担当） 

             委員 冨 一美会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会報告（令和元年 7月 4日） 

令和元年 8月 29日発行 NO.2259 第 2412例会  会長 市原 豊彦   幹事 上原 広嗣   会報委員長 安藤 卓造 

上原幹事/市原会長 

上原幹事/市原会長 



会長挨拶 

幹事報告 

理事会報告 

「感謝状・記念品贈呈」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「乾杯のご発声」 

第 39代会長 

向後雅生会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。2019年-20年度、第 54代成田

空港南ロータリークラブ会長を務めさせて頂くこと

になりました、市原でございます。身に余る光栄で

ございます。皆様の期待に副うか分かりませんが、

私なりに精一杯頑張ってまいります。皆様方のご支

援、ご協力宜しくお願い致します。私はロータリー

に入会して、約 12年程経ちました。ふと振り返っ

てみた時に「ロータリーとは何なのか？」という事

が、まだまだ分かっていないと思います。今期会長

という立場に立たせて頂いた時に、少しずつでも勉

強をしながら、ロータリーを学んでいきたいと思い

ます。そして、当クラブを少しでも元気なクラブに

していきたいと思います。1年間よろしくお願い致

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事の上原でございます。1年間よろしくお願い致

します。 

➀例会のお知らせ 

・八日市場ＲＣ・多古ＲＣ・茂原中央ＲＣ 

・小見川ＲＣ・東金ＲＣ 

②会報受領クラブ 

・旭ＲＣ・成田コスモポリタンＲＣ・銚子ＲＣ 

・八日市場ＲＣ 

③ガバナー事務所より 

・事務所閉鎖のお知らせ 

④その他 

・今月のロータリーレート１ドル＝108円 

・観光まちづくり協会より総会のご報告 

・フィリピンバギオ基金よりバギオだより 

・ハイライトよねやま 

・ＲＩ事務局財団室より 

・ハワイ国際大会のアンケート 

・規定審議会参加報告の集いのご案内 

 

 

 

第 1回定例理事会 

日時：令和元年 7月 4日（木） 午前 11：00～ 

場所：成田空港南ＲＣ事務所 

議題 

第 1号議案．6月度会計 承認の件 

       承認されました。 

第 2号議案．2018-2019年度会計報告承認の件 

承認されました。 

第 3号議案．2019-2020年度役員・理事・委員会構

成承認の件 

       承認されました。 

第 4号議案． 2019-2020年度活動計画承認の件 

       断続審議 

 

市原会長/高田前会長/杉森前幹事 



新年度活動方針の発表 

第 5号議案．新入会員（金髙さん）入会承認の件 

       承認されました。 

第 6号議案．発明クラブ・金刀比羅神社書道展・横

芝東町祇園祭寄付承認の件 

       承認されました。 

第 7号議案．お祝い関係承認の件 

      (会員誕生日、奥様誕生日、結婚祝い) 

       承認されました。 

第 8号議案．貸金庫開設の件 

       承認されました。 

第 9号議案．名誉会員の件 

       首長は全員不掲載とする。 

第 10号議案．他クラブへの会報郵送の件 

       会長・幹事に一任 

第 11号議案．その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前年度会計委員長を仰せつかっておりました古西で

ございます。収入について、支出について、現金残

高、ニコニコ基金等の会計報告をさせて頂きまし

た。臨時会費等、皆様の御協力に感謝致します。 

1年間ありがとうございました。 

 

 

 

会長 市原 豊彦 

本年度国際ロータリークラブ会長マーク・ダニエ

ル・マローニー氏は、本年度の RI テーマを「ロー

タリーは世界をつなぐ」(ROTARY CONNECTS 

THE WORLD)と発表されました。そして次の 4 点

を強調事項とされています。 

1．奉仕活動やプロジェクトのインパクトを成長さ 

せ会員基盤を成長させる。 

2．地域社会に貢献したいという若い職業人をあり

のままに迎え入れる。 

3．ロータリーのリーダーになる道を拓く。 

4．国際連合との歴史的な関係に焦点を置く。(ロー

タリー創立 115 年、国連設立 75 年) 

そして以上を総合勘案して、RI が目指す方向性

は、ロータリーの組織としての勢いを回復し、地域

社会や家族、職域に新たなつながりをつくり、世界

をつなぐ役割を果たすことであるとしています。ま

た、諸岡靖彦ガバナーは、RI 会長の「つながり」

というテーマのもとに、地区スローガンとして【ロ

ータリーから千葉を元気にして】と宣言され、地区

内の各クラブがそれぞれのクラブ戦略を持ち、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り方を考えて欲

しいと言われ、次の 4 項目をめざされています。 

1．地区 3000 名会員 

2．300 名女性会員 

3．会員数 30 名未満のクラブの基盤強化 

4．地区内 3 クラブの新設 

また、具体的な推奨事項は次の通りです。 

1．マイロータリー及びロータリークラブセントラ

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．ロータリー財団、ポリオプラス、ロータリー米

山奨学会への「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 

このような RI 会長及び地区ガバナーの方針を受け

て、今年度の成田空港南ロータリークラブは、以下

のように運営してまいります。 

【今年度の基本方針と活動】 

本年度は、クラブを元気にして、社会に貢献できる

奉仕活動を行えるように、二つの「つなぐ」(つな

がり)を重視した会運営を目指していきます。また

そのためにも、その根幹となる会員増強及び退会防

止活動を展開していきます。 

1．地域(近隣)との「つながり」を重視した奉仕プ

ロジェクト活動等 

 ・屋形海岸の清掃奉仕を町とコラボして行う。 

 ・近隣小学校へのテント寄贈をする。 

 ・財団寄付金及び米山奨学金を推奨する。 

 ・職業奉仕として職場訪問を実施する。 

・その他近隣団体への協賛をする。 

・会員研修会を実施する。 

 ・AED 研修を実施する。 

前年度会計報告 

前年度会計委員長 古西 弘和 



各委員会報告 

2．会員相互間の「つながり」を大切にした和と親

睦活動(出席しやすい環境創り) 

 ・納涼会を実施する。 

 ・ファミリー観月会を実施する。 

 ・ファミリークリスマス会を実施する。 

 ・新年会を実施する。 

 ・ファミリー親睦旅行を実施する。 

(山形・秋田方面) 

 ・他クラブとの交流行事をする。 

3．会員増強及び退会防止等について 

 ・会員の純増３名を目指す。 

 ・定例会等の実質出席率を向上させる。 

 

 

 

新年度活動計画の発表 

 

◇職業奉仕委員会   委員長 齋藤 逸朗 

【基本方針】 

職業奉仕委員会とは、他の奉仕団体には見られない

ものであり、ロータリーの奉仕の哲学は単なる理念

の提唱ではなく、実践の哲学であり奉仕活動を伴う

ものであります。 

職業奉仕委員会では、各会員が自分の職業の品位の

向上に努め、職業の尊さと道徳的水準を高めていく

ことを基本方針とします。 

具体的には、日常の生活や経営者としての判断を含

め、ロータリーの理念と倫理観を自覚し、実践して

いくことが社会における奉仕に繋がっていきます。 

【活動方針】 

１.外部卓話として、この地区のリーダー的職業人

を招き、未来に対するビジョンを学び、意見交換や

共有をしていきます。 

2．優れた経営哲学をもった偉人から学ぶための研

修旅行を行います。（親睦委員会・クラブ研修委員

会等と連携して行う） 

3．クラブ研修委員会との連携を図りながら、職業

奉仕の理念や哲学を学び、自己研鑽を目的としたセ

ミナーを行います。 

 

◇クラブ研修委員会（Ｒ情報） 委員長 冨一美 

【基本方針】 

当委員会は、ロータリー情報も兼ねておりますが、

かつてのロータリー情報委員会のように、単にロー

タリーの歴史や理念が一方向的に伝達されるだけで

は不十分なので、研修として、情報を受けたクラブ

会員が実践の重要性に目覚め、自主的な奉仕活動や

クラブの奉仕活動などの展開に必然的につながって

いくという成果に到達できるよう努めたいと思いま

す。特に、ロータリーの「中核となる価値観」であ

る親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップを

改めて再考しクラブの活性化に寄与していきたいと

思います。 

 

◇社会奉仕委員会より  委員長 小林 定雄 

7/7（日）に屋形海岸で海岸清掃があります。参加

できる方は、ロータリージャンパー又はロータリー

のポロシャツを着用でお願い致します。また、雨の

場合は 7/8（月）に順延になりますので、参加でき

る方だけお願い致します。よろしくお願いします。 

 

 

 

市原豊彦君 

 …お祝いありがとうございます。 

  一年間、よろしくお願いします。 

上原広嗣君 

 …幹事として 1年間頑張っていきますので、よろ

しくお願い致します。 

青柳 誠君・越川 忠君・齋藤逸朗君・土屋俊夫君 

向後雅生君・冨 一美君・内田裕雄君・小林定雄君 

石田喜一君・古西弘和君・行木英夫君・伊藤元雄君 

杉森幹男君・高田一行君・小川佐内君・渡邊孝文君 

倉石昌治君・安藤卓造君・鈴木匡哉君 

 …市原年度、1年間頑張って下さい。 

 

本日計   35,000円 

累 計   35,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス 

例会日 

7月 4日 

会員数 出席 

31 

出席率に
用いる数 ％ 

23 30 76.67 

☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★ 

出席報告 


