CHIBA-HIGASHI ROTARY CLUB
Weekly Report

原点回帰を目指して

地区テーマ

千葉東ロータリークラブ

本

日

の

お

客

千葉ＲＣ

幹事

清田

千葉ＲＣ

直前幹事

櫻井

会
辻

修

長

国際ロータリー会長 ゲイリー C.K.ホァン
2790 地区ガバナー
宇佐見 透
第 3 分区 Ａガバナー補佐
森島 弘道

挨

会長
幹事

第 1026 回例会 2014.7.14

辻
修
吉田 朋令

様
浩義 様
守

７月誕生日祝

様

拶

会長

鳴海会員
皆さん、こんばんは。
先週の第一例会には多くのお客様が本日も千葉クラ
ブからお客様がお出でいただきました。PPや会員の
皆様のおかげです。誠にありがとうございました。
7月の第１週は吉田幹事より空けておくようにと
半年前から言われていまして、1日から7日まで、昼

新 入 会 員 入 会 式
村上龍太さん・藤本

俊哉さん・小川

の３名の入会式が行われました。それぞれの挨拶は
改めて新入会員卓話として行われる予定です。
おめでとうございました。

と夜、３分区Aのすべてのクラブ6クラブと3分区Bの
当クラブの子クラブである千葉北RCの初例会に参加
させていただきました。当クラブの第一例会が最後
で合計８回の第一例会に出席してまいりました。他
のクラブの会長・幹事さん他の方々とも交流してま
いりました。
本日は3名の新会員の入会式がございます。「新年
度方針」は後程発表させていただきます。
まずは、今年度の船出が出来ましたことに、会員
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の皆様に心から感謝申し上げます。
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皆さんこんばんは。本来ですと櫻井正和会長が来
るところでありますが、所要にて私と直前幹事の櫻

吉田

朋令

井 守が参りました。

幹事

先週は辻会長はじめ御３方が私どもの例会におい
でいただきありがとうございました。また、本日は
千葉東ＲＣの例会は夜例会ということでおいしい食
事を頂き重ねて御礼申し上げます。
私は入会５年目ということでまだまだロータリー
のことを勉強中であります。新しい年度幹事に就任
した機会で皆様と勉強させていただきながら２７９
千葉西ＲＣから納涼例会のお知らせ

０地区のロータリークラブがますます繁栄するよう

日時

頑張ってゆきたいと思いますのでよろしくお願いい

８月２日(土)１７:３０受付
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詳細は事務局まで
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辻会長の就任を祝う会
発起人

創立２５周年準備委員長

武田エレクト・私(吉田)

日時

７月２６日(土)１８:００

場所

ホテルニューオータニ幕張ビアガーデン

池田

銀藏

委員長

事務局から案内が行きますが、７月２２日まで
に出欠の返事をお願いいたします。
例会の出欠回答のルールがイマイチ守られてい
ないようです。基本的には月曜の例会ですので
金曜のお昼までに連絡を頂きたいと思います。
従来から FAX などで出欠をとっておりますが、
ホームページから掲示板へ３ケタのＩＤとパス
ワードでアクセスしていただく方法もあります。
現在ですと８月９日まで返事ができるようにな
っております。本日入会に方には後程その方法

創立２５周年準備委員会の池田委員長から実行委
員長及び実行委員が発表されました。以下メンバー
をご紹介します。
実行委員長
相談役

をお知らせいたします。
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以上です。
いよいよ２５周年へ向けてスタートです！

ばクラブの会員間の交流もより深まると思っていま
す。特に「会員増強委員会」、「親睦活動委員会」、
「プログラム委員会」「クラブ会報委員会」などの
各委員会で委員会活動を重視していただきたくお願
辻 修 会長
い致します。委員会開催のためのある程度の予算は
確保しています。
「国際交流」に関しては2015年4月17日～19日に韓
国で台湾五福、ソウルナムソルとの３クラブ合同例
会を予定しています。また、 2015年6月6日（土）～
9日（火）にはブラジルのサンパウロでRIの世界大会
が予定されていますので、希望者を募って参加出来
ればと考えております。
皆さん、あらためましてこんばんは。
国際交流を通じて国際的な視野を育んでいければ
２０１４～１５年度会長という大任を拝命致しま と考えています。
した。全力で会長という重責を務めさせていただく
クラブの様々な奉仕活動は前年度までの活動を引
所存でございます。何卒宜しくお願い申し上げます。 き継ぎ、展開してまいります。具体的な活動方針に
今年度のＲＩのテーマは
つきましては下記のとおりであります。
「Light Up Rotary」日本語訳「ロータリーに輝きを」 〈１〉「創立２５周年記念事業」の準備をする
であります。
〈２〉広報活動の推進と会員増強に取り組む
また、２７９０地区のテーマは「原点回帰を目指し
〈３〉職業奉仕活動として、企業・施設・機関等へ
て」であります。
の訪問見学を行う
このＲＩのテーマと地区のテーマを基本といたしま
〈４〉社会福祉法人「恩寵園」との交流
して、私自身がまず「原点からロータリーについて
〈５〉台湾の高雄五福ＲＣ，韓国のソウルナムソル
学び」、会長挨拶でロータリーについて話していき
ＲＣとの国際交流
ます。
〈６〉市川シビックＲＣ，他クラブとの交流
例会を楽しく、面白く、そして充実したクラブに 〈７〉千葉都市モノレール千葉駅に設置したベンチ
していきたく考えています。
の維持管理
まず、当クラブは次年度（武田年度）に25周年を 〈８〉米山記念奨学委員会への積極的な取り組み
迎えます。今日まで、クラブを築き上げてくださっ
〈９〉納涼家族例会・忘年家族例会・ワンダラー会・
た先輩達に深く感謝すると共に、この創立２５周年
炉辺会議の充実
を目指しての記念事業を成功させたいと決意してお
〈1０〉「ロータリーデー」の開催
ります。25周年実行委員会を中心として、今年度中
「創立２５周年」の記念事業を大成功させる為に、
に準備を終わるようにして、武田年度に引き継ぎた
会員全員が一致団結して、以上の活動に取り組んで
く思っております。高柳25周年実行委員長、何卒宜
いきましょう。皆様のご協力を何卒よろしくお願い
しくお願い致します。
今年度の当クラブの重点事項としまして「会員増 致します。以上、会長方針とさせていただきます。

年 間 活 動 方 針 発 表

強」、「委員会活動の活発化」、「国際交流」を考
えています。
会員増強に関しましては、皆様のご協力で今月４
名の新会員にご入会いただきました。
鷹谷さん、村上さん、藤本さん、小川さん これ
からよろしくお願い致します。２５周年の記念行事
までに、会員を増強していきたく考えていますので
皆様ご協力よろしくお願い致します。
「委員会の開催」については、委員長がすべてを
行うのではなく、委員会として委員で進めていけれ
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皆様改めましてこんばんは。

今年度辻会長のもと幹事を務めさせて頂きます、
吉田でございます。
私は一昨年に引き続きまして、今回 2 回目の幹事
を拝命いたしました。
私にこの 1 年間の役割は大きく二つになると考え
ています。
一つ目は辻会長の方針や事業をきちんと具現化し
て、実行していくことであります。
次年度武田年度では、当クラブは 25 周年の節目の
年を迎えます。
その前年に当たります今年度は、その準備の年と
して大変重要な 1 年となります。
二つ目は、私たちが所属しております 2790 地区第
3 分区Ａの幕張ＲＣより、宇佐見ガバナーが輩出さ
れました。
私が一昨年幹事の時に、今年の幕張ＲＣの宮本会
長と、森島ガバナー補佐を輩出しました新千葉ＲＣ
の星会長とは同期幹事であります。
その縁もありまして、宇佐見ガバナーに協力すべ
く、そして第 3 分区Ａのために少しでもお役にたて
ればと思い、2 回目の幹事をおき受けさせていただ
きました。
いずれにしましても、皆様のご協力なくしては何
一つ出来ませんので、時には厳しいことも申し上げ
るかもしれませんが、何卒よろしくお願申し上げま
す。
高柳

啓一

「楽しくなければロータリーではない、でも楽し
いばかりがロータリーではない」基本的にはこの方
針で例会を進めてゆきたいと思います。
このところ私はたくさんの豆知識を仕入れてまい
りました。これから少しずつ例会で披露してまいり
たいと思いますが、皆さんがもし知っていることで
あっても、知らないふりをしていてください私の立
場がなくなりますから。１年間宜しくお願いいたし
ます。

千葉ロータリークラブ
辻会長、吉田幹事、新年度の船出おめでとうござ
います。今年度のご活躍お祈り申し上げます。
加藤会員
遅ればせながら
辻会長、吉田幹事１年間ガンバッテください。
池田会員
村上様、藤本様、小川様入会おめでとうございま
す。
市原会員

・・・・・・・

鳴海会員
辻会長、吉田幹事、就任おめでとうございます。

Ｓ.Ａ.Ａ.

飯田会員

・・・・・・・

武田（康）会員
村上様、藤本様、小川様御入会おめでとうござい
ます。
佐野会員
長い間留守に致しました。
カムバックしましたので宜しくお願いします。
計 47,000 円

ちょっと時間があるようなので・・・。
Ｓ.Ａ.Ａ.としての方針発表の場が本日のプログ
ラムにも次回以降の予定にもないらしいので、どう

累計

１７１，０００円

しても発表させていただきます。
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