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ソ ン グ   「それでこそロータリー」 

唱   和   「四つのテスト」 

会 長 挨 拶    会 長  行木英夫 

幹 事 報 告   幹 事  小川佐内 

プログラム    

 前年度会計監査報告 

各委員会報告 

   新年度活動計画の発表（各委員会委員長） 

 例会終了後、クラブ奉仕委員会会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。2～3 日前に梅雨が明けたとい

う事です。今年の夏はエルニーニョのせいで寒いと

言う事でしたが、一転熱くなるそうなので体調管理

には十分注意して下さい。土用の丑の日は 29 日に

なります。ちょっと高いですがウナギでも食べてス

タミナをつけて下さい。 

さて、遅くなりましたが、活動計画書を本日配るこ

とが出来ました。小川幹事には大変お骨折りをかけ 

 

ました。そして各委員長の皆さん、ご協力ありがと 

う御座いました。小川幹事が中心となり監修いたし

ましたので、誤りは少ないと思いますが、多少はお

許しください。今回の表紙は土屋さんにお願いし、

2 人で成東海岸に行ってまいりました。当初の予定

では、ヤシの浜辺と空に飛行機を飛ばす予定でした

が、何の因縁か偶然かわかりませんが、写真を撮る

のですが、この歌碑が邪魔をしてヤシの木と海との

バランスが取れないのです。ヤシの木がうまく入っ

たと思えば海岸清掃のおじさんの軽トラが写った

り、という事で最終的には地元の伊藤左千夫の歌碑

も良いでしょうという事で、これを中心にして歌が

読める様に写真を撮っていただきました。後で齋藤

会員の話の中で知ったのですが、今年は伊藤左千夫

生誕 150 年、没 100 年という事でした。おまけに、

この歌碑は 50 年前の昭和 37 年 7 月に成東町で建

てたそうです。偶然かも知りませんが、何か伊藤左

千夫の導きがあったのではないかと思われます。今

年度の活動計画書の表紙はもちろん、会報のバーナ

ーも伊藤左千夫より始めるように致しました。一度、

皆さんと一緒に伊藤左千夫の生家跡にある成東歴

史記念館を見学し、法要でもしたいと思っておりま

す。私の個人的な思いですが、ロータリーとして、

空港ばかりでなく、地域のもっと素晴らしい事を知

りなさいと言われているような思いがしました。 

 

〈会務報告〉 

地区の各委員会講習会が 8 月に集中的にあるので

すが、皆さん予定が入っており参加者が少ないので、

幹事よりお伺いが入りますので、都合のつく方はよ

ろしくお願い致します。これに関連した事ですが、

会長幹事会で、休日、祝日に地区行事を行う事につ
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幹事報告 

委員会報告 

前年度会計監査報告 

いて改善を求める意見が出ており、次回会長幹事会

の議題になって居ります。 

 

 

 

 

①例会変更のお知らせ 

・佐原ＲＣ 

 8/ 4 休会 

②会報受領クラブ 

（回覧） 

・成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝＲＣ 

・大多喜ＲＣ   

・流山ＲＣ  ・茂原ＲＣ  ・八日市場ＲＣ   

・大網ＲＣ  ・東金ＲＣ  ・小見川ＲＣ 

③ガバナー事務所より 

・2013年手続要覧の訂正についての連絡が届いて 

おります。（配布） 

・ガバナー事務所､ガバナーエレクト事務所より 

夏季休暇のお知らせが届いております。 

④米山記念奨学会より、ハイライトよねやまが届い 

ております。（回覧） 

⑤活動計画書受領クラブ 

・茂原東ＲＣ  ・流山ＲＣ 

⑥お知らせ 

・クラブ活動計画書を安藤会員のお骨折りにより 

作成致しました。 

・31日（木）は成田山詣でと移動例会です。詳細 

はＦＡＸにてご確認ください。 

 

 

 

 

◇鈴木恭一前会計委員長より前年度会計報告、野島

暉通前監査委員長より監査報告がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

新年度活動計画の発表 

◇社会奉仕委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

          副委員長  鈴木 匡哉 

前川委員長欠席のため、代わりに発表致します 

【基本方針】 

社会奉仕委員会では、スポーツ、文化、青少年育成、

環境保護などの活動を通じ、地域社会に貢献するこ

とと同時にロータリークラブの存在価値を高め、地

域社会とクラブの共栄を図る事を目的に、以下の事

業につき、それぞれの主催者と協力して実施いたし

ます。 

○青少年育成・スポーツ文化事業 

・八匝発明クラブ 

・金刀比羅神社書道展 

・剣道大会 

○環境保護活動 

・栗山川鮭稚魚放流事業 

・屋形海岸清掃 

○文化事業 

・ＡＥＤ講習 

・婚活事業 

 「ロータリーの日」のイベントを計画・実施 

 

また、これまで実施してきた事業のうち、以下のも

のについては環境や事業趣旨の変化などを鑑み、理

事会等で協議の上改めて実施の判断を行います。 

＊ノースカップ（小学生ミニバスケット大会） 

 当クラブの協賛が大会運営に必要であるか再検 

討。 

＊コーラス大会 

 昨年度よりプロの演奏家などが多数出演する商 

業イベントとなり、当クラブの協賛が相応しいか

再検討。 

 

 
鈴木前会計委員長    野島前監査委員長 



お知らせ 

８月 23 日（土）午後 1：00～4：30 山武市本須

賀コミュニティーセンターにて、ＡＥＤの講習を行

います。現在、受講希望者 5 名ということですので、

是非ご参加願います。修了証をいただけますので、

お名前、住所、生年月日を記入の上お申し込み下さ

い。以上よろしくお願い致します。 

 

 

◇国際委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

           委員長  石田 喜一 

国際奉仕委員長を仰せつかりました石田でござい

ます。よろしくお願い致します。 

 

皆様に協力をお願いしまして、国際理解・親善、世

界平和を目指した奉仕活動に携わっていきます。 

○ポリオの完全撲滅レースを目指して活動してま 

いります。 

そして、50 周年記念事業の一環の足掛かりとなる

ような活動を近隣の国際情勢、特に災害等を見極め

て奉仕に努めてまいります。 

皆様のご協力をよろしくお願い致します。 

 

 

◎ロータリー財団 

 

 

 

 

 

 

 

 

           委員長  内田 裕雄 

【基本方針】 

ロータリー財団は「世界によいことをしよう」の標

語を掲げ、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

す。即ちロータリアンの善意の寄付によって達成さ

れる。よろしくお願い致します。 

【事業計画】 

１．年次基金・恒久基金・使途指定寄付等を選択し 

寄付のお願い。因みに地区の寄付目標は１人 130 

ドル。 

２．財団の目的と資金の活用その効果等についての 

理解を深めるため、ロータリー財団月間に卓話を 

お願いする。 

３．地区補助金制度を有効に活用する。 

 

今年度寄付をして頂いた方々の報告をいたします。 

 R 財団特別寄付 

   椎名鐐一郎会員（ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ PHF４回目） 

   内田裕雄会員（ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ PHF3 回目） 

   齋藤逸朗会員（ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ PHF1 回目） 

 米山記念奨学会特別寄付 

   向後雅生会員（米山功労者 4 回目） 

ありがとうございました。 

 

 

◇青少年奉仕委員会 

           委員長  上原 広嗣 

             （代読 小川幹事） 

【基本方針】 

地域の青少年のスポーツや文化的活動を支援し、未

来を担う若者の育成に努めてまいります。ついては、

取り組むべき活動内容を議論していきます。 

ＲＹＬＡについては、ロータリアンの家族や事業所

から多くの参加者を募りプログラムに参加したい

と思います。 

当クラブとしましては、毎年行っている、地域の青

少年が参加するスポーツ大会や文化的イベントに

協力して、若い人たちにロータリークラブを知って

もらうとともに、ロータリーの魅力を伝えていきた

いと思います。国際青少年交換につきましては、高

校生を中心に学校への説明を行います。また、昨年

度協賛した婚活イベントへの協賛は、会員の皆様か

ら好評でもありましたので今年度も協賛する予定

です。 

【事業計画】 

・剣道大会への協力（担当：杉森） 

・ＲＹＬＡへの参加（担当：上原） 



ニコニコボックス ・金刀比羅神社書道展への協賛（担当：市原） 

・発明クラブへの協力（担当：田邉） 

・婚活イベントへの協賛（担当：小野田） 

 

◇ＳＡＡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

           委員長  小林 定雄 

会長の基本方針に基づき、秩序を保ちながら会員同

士の親睦を深め、和やかな例会を目指します。 

【活動計画】 

１．ビジター及びゲストのご来訪を「おもてなしの 

心」を持って、会員全員で歓迎いたします。 

２．各委員会との連絡を密にし、円滑な例会を運営 

致します。 

一年間よろしくお願い致します。 

 

◇クラブ奉仕委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

           委員長  渡辺 孝文 

例会終了後、クラブ奉仕委員会を開催いたします。 

クラブ奉仕委員、各委員会の委員長さん方は出席を

お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

椎名鐐一郎君 

…毎日暑いです 

土屋俊夫君 

  …暑いゴルフを楽しみました 

鈴木恭一君 

  …昨日ゴルフコンペで優勝しました 

内田裕雄君 

…次回例会を欠席します 

石田喜一君 

  …一ヶ月間仕事多忙で欠席します 

古西弘和君 

  …前年度会計監査ありがとうございました 

小川佐内君 

  …妻が退院しました 

渡辺孝文君 

  …来週から長期出張しましのでよろしくお願 

いします 

 

花澤昇一君 

…前回欠席しました 

 

         本日計   10,000円 

         累 計  85,000円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会日 会員数 出席 

7月 24日 35 23 

出席率に
用いる数 ％ 

32 71.88 

☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★ 

出席報告 

火 
   12：30～13：30 

木 
   12：30～13：30 

水 
   12：30～13：30 

木  第 2・4 週 12：30～13：30 
  第 1･3･5 週 19：00～20：00 

金 
   12：30～13：30 

東金 

大原 

大網 

東金 
  ビュー 

成田 

東金商工会館 4Ｆﾎｰﾙ 
         0475-52-1101 

いすみ市商工会 
        0470-62-1191 

中部コミュニティセンター 
      0475-73-3337 

ｴｽﾄｰﾚｱﾝﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 
      0475-55-1111 

成田ビューホテル内 
      0476-32-1111 

例 会 時 間 ｸﾗﾌﾞ名 例 会 場 

☆ 近隣クラブ例会日 ★ 

水 
   12：30～13：30 

金 12：30～13：30 
 夜間例会 18：30～20：30 

火 
   12：30～13：30 

銚子 

旭 

八日市場 

火 
   12：30～13：30 

水 12：30～13：30 
   第 5 例会 18：30～ 

多古 

成田 
ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝ 

銚子商工会館 5Ｆ 
      0479-25-3111 

ヒューマンプラザ黄鶴内 
      0479-63-0007 

千葉興業銀行八日市場 
支店内  0479-72-1561 

多古町商工会館 
      0479-76-2206 

ホテル日航成田内 
      0476-32-1144 

例 会 時 間 ｸﾗﾌﾞ名 例 会 場 


