
8 月誕生・結婚記念祝い 

 

 

 

 

点   鐘   会 長  伊藤元雄 

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  伊藤元雄 

幹事報告    幹 事  前川成吉 

プログラム    

 本日のお客様 

  千葉幕張ロータリークラブ 辻智之様 

第一例会につき 結婚・誕生祝い 

 各委員会報告 

  新年度活動計画の発表（各委員会委員長） 

 

 

 

 

「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 森川忠会員  市原豊彦会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森川会員 / 野島会員 / 古西会員 / 市原会員 / 伊藤会長 

 

 

 

「結婚記念祝」 上原広嗣会員 

「奥様誕生祝」 小杉秀文 夫人 智子様 

        髙山裕紹 夫人 順子様 

        土屋俊夫 夫人 ひとみ様 

        前川成吉 夫人 幸子様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前川会員 / 土屋会員 / 伊藤会長 

 

「スポンサーピン贈呈」 

  増強にご協力ありがとうございます 

                 

 

 

 

 

 

 

土屋ガバナー補佐より伊藤会長へ 

 

「乾杯のご発声」 

  第 38代会長 

  野島暉通会員 

 

 

 

例会報告（平成 27 年 8 月 6 日） 

平成 27年 8月 6日発行 NO.2121 第 2268例会  会長 伊藤 元雄   幹事 前川 成吉   会報委員長 越川  忠 



会長挨拶 

理事会報告 

幹事報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさま、こんにちは。先週は、第一回インターシ

ティ・ミーティングご苦労さまでした。また、準備、

後片付け、皆様のご協力でスムーズに終えることが

できました。誠にありがとうございました。 

今後は、直近（後２ヶ月）では 50周年行事が控え

ております。50周年事業を成功させるため、皆さ

んで邁進してまいりましょう。 

８月になり各地域でお祭りも花盛りです。当クラブ

の会員の中でもお祭りの関係者も多いと理解して

おりますが、連日猛暑日が続き、記録的な暑さとな

っております。どうぞ皆様、暑さ対策を十分にし、

８月を健康にすごしましょう。また、ハチにも注意

です。昨日私もさされてしまいましたが、病院にい

きましたら、今日は伊藤さんで３人目だと言われて

しまいました。 

さて、ロータリーの今月の月間テーマは「会員増

強・拡大月間」です。今年度の目標は会員数 40名

です。先月２名の会員の入会がございました。目標

達成まであと１名です。是非、新入会員候補者を会

員増強委員長の青柳さんまでお知らせください。 

よろしくお願いいたします。 

そして、遅れておりました活動計画書が出来上がっ

てまいりました。皆様にご確認いただき、良い物が

できたと思っております。一部不備な点もございま

すがお許しいただき、次年度そちらを修正していた

だければと思います。こちらの活動計画書に沿って

事業を遂行してまいりますので、皆様よろしくお願

いいたします。 

 

〈会務報告〉 

・会員増強セミナー 

 ８月 22日（土） オークラ千葉ホテル 

・地区奉仕プロジェクト委員会セミナー 

10月 10日（土） 三井ガーデンホテル 

・ＲＬＩ ＤＬ(ﾃﾞｨｶｯｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ)養成講座開催のご案 

内を回覧してございますが、10月に一回目を計

画立案中だそうです。募集要項が届きましたら、

改めてお知らせいたします。 

 

 

 

 

第 2回定例理事会 

日時：平成 27年 8月 6（木） 11：00 

場所：成田空港南ＲＣ事務所 

議題 

１号議案．７月度会計報告承認の件 

  原案通り承認されました。   

２号議案．納涼会について 

8/28（金）成田ビューホテルにて 

点鐘 18：00、会費 6,000円 

３号議案．50周年について 

  8/10（月）第 6回 50周年実行委員会 

18：00より吾妻庵にて 

４号議案．テント寄贈について 

  芝山小 2機、大総小 1機、東陽小 2機 

５号議案．ＩＭについて 

  開催時の意見集約 

６号議案．地区大会記念ゴルフ大会費用について 

  会から 1人 5,000円負担で承認 

７号議案．国際大会（2016.5.28～6.1）について 

国際大会参加については、詳細が決まり次第お

知らせします。 

８号議案．協賛金について 

  金刀比羅書道展、八匝少年少女発明クラブ協賛

金承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①例会変更のお知らせ 

・茂原ＲＣ  ・茂原中央ＲＣ  ・多古ＲＣ 

・大網ＲＣ  ・茂原東ＲＣ  ・銚子ＲＣ 

・八日市場ＲＣ  ・佐原ＲＣ 



委員会報告 

②例会場及び事務局変更のお知らせ 

・富津シティロータリークラブ 

③会報受領クラブ 

・小見川ＲＣ  ・八日市場ＲＣ 

④活動計画書受領クラブ 

・流山ＲＣ 

⑤ガバナー事務所より「ガバナーノミニー（2018-19

年度ガバナー）候補者推薦の要請」が届いておりま

す。 

⑥その他お知らせと NEWS 

・2015-16年度『友』誌表紙写真 12～3月、5月号

再募集 

・財団 NEWS(2015年 8月号) 

・第 49回インターアクト年次大会のご案内 

 

 

 

  

新年度活動計画の発表 

◇会員増強退会防止委員会 

 

 

 

 

 

 

 

           委員長  青柳  誠 

今年度委員長を仰せつかりました。増強目標４名増

で計画いたしましたが、さっそく新入会員も２名入

っていただきました。もう１～２人は皆さんが骨を

折って頂いて入りそうだという事です。皆さんのご

協力、誠にありがとうございます。 

 

 

◇クラブ広報委員会 

 

 

 

 

 

 

 

           委員長  倉石 昌治 

今年度委員長を仰せつかりました倉石ございます。 

どうぞご指導よろしくお願い致します。 

【基本方針】 

各委員会と協調をはかりながら「ロータリークラブ

の認知度を高める」というＲＩ方針を踏まえ、地域

社会に向けてロータリー活動を多くの方に理解し

て頂けるよう、情報を発信してまいります。 

【活動計画】 

１．充実した週報の編集発行をいたします。 

２．毎月第１例会で「ロータリーの友」に掲載され

ている心に残る記事を紹介いたします。 

「ロータリーの友」に興味を持って頂けるよう購

読・寄稿の働きかけをいたします。 

「ロータリーの友」に 50周年行事広報を投稿致

します。 

３．当クラブのＨ・Ｐに興味を持って頂けるよう内

容を充実してまいります。 

Ｉ・Ｔ活用の注意点に留意しながら FACEBOOK等

の利用を広めてまいります。 

４．当クラブの社会奉仕活動を各種メディアに取り

上げて頂けるような広報活動を推進してまいり

ます。 

どうか各会員のご協力の程、よろしくお願い申し上

げます。 

 

 

◇米山記念奨学会委員会 

 

 

 

 

 

 

 

           委員長  椎名 鐐一郎 

米山委員長を仰せつかりました椎名でございます。

米山は毎年ほとんど変わりませんので例年通りや

らせて頂きます。皆様には普通寄付をお願いします。

特別寄付として、今年度は２名を予定しておりまし

たところ、さっそく青柳会員、鈴木(匡)会員に申し

出て頂きました。また米山奨学生の卓話をお願いし

ます。 

 

 

 

 



◇ガバナー補佐 

 

 

 

 

 

 

 

      ６分区ガバナー補佐  土屋 俊夫 

７月 30日 開催の第１回ＩＭにつきまして、クラブ

会員のご協力大変ありがとうございました。今回の

ＩＭに関するご意見感想がありましたらお聞かせ

ください。 

地区委員会主催研修セミナー出席とＩＴ広報公共

イメージセミナーに出席して参りましたので報告

いたします。 

 

７月 1 8日クラブ研修リーダセミナー 

山田修平地区研修委員長による基調講演があり、内

容は①クラブ研修リーダーの役割について②新会

員オリエンテーションについて③新会員入会式に

ついてでした。 

引き続き出席者によるディスカションが有りまし

た。内容は、課題に対して 40分のディスカション

を２回行い、活発な意見交換の場となりました。 

出席しての感想は入会３年未満の退会者が多い事

に対して相当の危機感がある様です。ロータリーに

ついて知らない内の退会は双方にとり非常に残念

な結果になります。最低限知っておいた方が良いと

思われる事を取り上げて、ロータリーについて学ぶ

事を奨励した研修会でした。クラブの研修委員は大

変だと思いますが、その意を踏まえて実行しくださ

い。 

 

7月 24日ＩＴ広報公共イメージセミナー 

櫻木ガバナーによる挨拶に続き、大谷京子委員長に

よるロータリーＩＴ関係ツール・ＳＮＳなどの説明

がありました。 

千葉銀行広報部の松山和生様による講演「ロータリ

ークラブの広報について」があり、ロータリークラ

ブの広報活動における課題が指摘されました。 

 

 

 

 

◇クラブ研修リーダー セミナー出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

      クラブ研修リーダー  冨  一美 

ＩＭや諸行事の為、遅れての報告になりますが、７

月 18日土曜日に地区クラブ研修リーダー セミナ

ーがＴＫＰガーデンシティ（カンデオホテルズ千葉

内）で行われまして、私と土屋ガバナー補佐で出席

してまいりましたのでご報告させていただきます。 

本年度の地区クラブ研修リーダーは山田修平ＰＤ

Ｇで、サブリーダーは関口徳雄ＰＤＧです。 

主な内容は以下の通りです。 

１．研修の重要性について 

(決議 10－01 フランス Lille-Europeクラブ提案) 

 新会員も古くからの会員も含め、ＲＩならびにロ

ータリー財団の目標、規則、リソースに関する知識

が欠如しているロータリアンが多く見られる。これ

は、クラブが徹底した定期研修を提供していないこ

とに起因している。さらに、クラブ会長などといっ

たクラブの責務を引き受ける前に、指導力を改善す

る機会が与えられていないロータリアンが多すぎ

る。（一部割愛） 

 

 クラブ研修リーダーは、会員に対してロータリー

に関する情報を正しく伝えるという大変重要な任

務があることを自覚してください。 

ロータリークラブ、或いはロータリーに対する多く

のロータリアンの認識が、例会に出席して昼食を共

にし、卓話を聞いて帰るのがロータリーだと思われ

ているように感じます。またあるクラブでは、親睦

が何よりも大切だから、うちのクラブでは親睦オン

リーで運営しますと言っています。こうした認識が、

ロータリークラブが衰退した、或いは衰退する最も

大きな原因になっています。 

ロータリーは、親睦が目的ではなく、奉仕が目的で

す。親睦は、ロータリアンの親睦という土壌で奉仕

を達成するための手段です。 

 ロータリーは奉仕をする人の集まりです。今一度

謙虚な気持ちで奉仕活動を実践するよう促して下

さい。 



 ロータリーの綱領が目的に変更になりました。私

たちはこの目的達成のためにどうすれば良いのか。

何をすれば良いのか。こうした事をクラブの皆さん

と共に語り合うこともクラブ研修リーダーの大切

な任務の一つだとお考えください。 

 

２．ＳＡＡとクラブ研修リーダー 

 ＳＡＡは委員会ではありません。例会等がスムー

ズに開催されるよう監督する役割です。例会等の運

営には、会長以上の権限を有します。多くのクラブ

で理事に選挙しています。 

 クラブ研修リーダーも、理事に加えて理事会決定

が組織規程に反しないかをチェックすると共に、会

員に対して充実した研修を実施して下さい。 

 

３．クラブ研修リーダーの位置づけと役割について 

 地区研修員会では次のことを期待しています。 

 １. クラブ研修リーダーを理事会のメンバーに

加えるよう期待します。 

 ２. クラブ研修リーダーは、ＳＡＡと同様に取り

扱うよう期待します。 

 ３. 新会員のオリエンテーションを担当するよ

う期待します 

 ４. 従来からの会員に対する研修を担当するよ

う期待します。 

 

４．クラブ研修リーダーが実施すべき研修等 

クラブ研修リーダーに就任された皆様は、クラブ

会員に対して次のような研修を実施して下さい。 

１．出来たら毎月 1回の例会（例会プログラムの

都合により毎月でなくとも結構です）におい

て、ロータリーについての卓話をする。 

２．新会員入会式前に新会員オリエンテーション

を開催し、ロータリーについて幅広く説明す

る。 

３．入会３年未満の会員を対象にして、研修を 

行う。 

４．家庭集会（炉辺会合）を実施して、全出席者

と共にロータリーについて話し合う。 

５．週報に、ロータリーに関する情報を掲載す 

る。 

６．地区の各委員会が実施開催するセミナーに 

は、積極的に参加する。 

 

 

５．新会員オリエンテーションの開催 

新会員が入会前に開催するオリエンテーション

は、大切な研修です。 

 新会員は、大きな希望と期待をもって入会を決意

しています。そうした新会員を温かくクラブに迎え

て、その新会員が素晴らしいロータリアンになるた

めに、ロータリーについての様々な事柄を幅広く

（あまり専門的でなく）解説して下さい。 

   

６．従来からの会員への研修 

クラブ内の全会員に対して、ＲＩならびにロータ

リー財団、米山記念奨学会の、それぞれの目標、各

種規則等を継続的に研修してください。 

 

７．入会３年未満の会員に対する研修 

入会後３年未満で退会してしまう会委員が多い

ようです。理由は様々でしょうが、入会時に期待し

ていたロータリーが、入会してみたら、親睦が大切

だからと言って娯楽的に楽しもうとしている姿に

落胆した。ロータリーとはこの程度なのであれば、

なにも高額な年会費を支払ってまで会員として継

続しても意味がないとして退会してしまうという

会員がいる。 

クラブ研修リーダーは、入会３年未満の会員に対

して、継続的に研修をして下さい。例えば毎月１回

程度（年間数回でも構いません）例会後集まっても

らってロータリーについて語り合うような会合を

企画して実施して頂きたいと思います。 

 

８．週報にロータリーに関する記事を掲載する 

クラブ研修リーダーとしてロータリーに関する

記事を掲載してください。 

 

９．家庭集会（炉辺会合）を開催する 

是非家庭集会を開催して下さい。 

 

１０．その他 

例会のあり方の例として、新たに会長に就任したの

で昨年通りに運営しようと初めても、例えば前年度

の会長が点鐘するときに何か一言話してから点鐘

していたが、次の年度では何も言わずにいきなり点

鐘する方法にしました。すると次の会長は、点鐘の

やり方はそのまま実施し、もう一つ会長挨拶は短い

方が良いと考え、短時間で済ませることにしました。

その次の会長は、点鐘や会長挨拶はそのまま取り入



ニコニコボックス 

れて、更に会長挨拶の内容をロータリーの話しは止

めて時候の挨拶や事件・事故等の解説にしました。

このようにして、継続性は大切だと言いながら、ど

んどん例会の内容が変わってしまい、遂に例会では

ロータリーについての話し合いが全然されなくな

ってしまったのではないでしょうか。 

会長あいさつでは、必ずロータリーの話を取り入れ

るよう会長に促してください。 

 

以上のような内容でしたので、ご報告いたします。 

 

 

 

 

渡辺晃君・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 

青柳誠君・小林定雄君・渡辺孝文君・安藤卓造君 

鈴木匡哉君 

  …辻様ようこそいらっしゃいました 

椎名鐐一郎君 

  …ＩＭ慰労会を欠席してすみません 

齋藤逸朗君 

  …成東高校残念でした 

野島暉通君・古西弘和君・市原豊彦君・森川忠君 

  …誕生日のお祝いありがとうございます 

伊藤元雄君 

  …お祭りが無事に終りました 

倉石昌治君 

  …暑いので皆さんお体に気を付けましょう 

辻智之さまより 

 

         本日計   40,000円 

         累 計  181,000円  

 

 

 

 

 

 

 

 

例会日 会員数 出席 

8月 6日 39 27 

 

出席率に
用いる数 ％ 

37 72.97 

☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★ 

出席報告 


