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１０月１５日のＩＭについて
みなさん

こんばんは

本日は、
「ガバナー補佐公式訪問」です。また、千
葉港ロータリークラブからお客様が来られる予定で
したが都合が悪くなりました。千葉港ロータリーク
ラブ様は、創立３０周年記念行事を 11 月 15 日の午
後 6 時から京成ホテルミラマーレで開催されます。
是非、当クラブからも多くの会員の皆様にご参加い
ただければと思います。
本日は早めの閉会点鐘後に、クラブ協議会を開催
致します。クラブ協議会とは、クラブのプログラム
と活動について協議するために開く、クラブ役員、
理事を含む会員の会合です。
森島ガバナー補佐、担当役員の高橋様、宜しくお
願い致します。
なお、来月１０月は１５日にＩＭ、
「ガバナー公式
訪問」は２７日となります。

日時

10 月 15 日(吸い)１５：００点鐘

場所

京成ホテル「ミラマーレ」

２０日の例会の振り替えですので間違いのない
ように。
１１月７日(金)第３分区Ａ親睦ゴルフ
場所

山武グリーンカントリークラブ

まだ枠がありますのでふるってお申し込みくだ
さい。
１１月２９日(金)に「早寝早起き朝ごはんフォ
ーラム千葉」というイベントが千葉県教育会館
「大ホール」にて開催されます。
今の子供たちに夜更かしを控え、朝ご飯をきち
んと食べることを説くイベントです。ゲストに
陸上選手の為末氏の講演もあります。詳しいこ
とは皆さんのところへ回覧いたしますのでよろ
しくお願いいたします。
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国際交流委員会
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国際交流委員会は宍倉，高ＰＰ，李会員 ，洪会員 市
皆さんこんばんは。本年度第３分区Ａのガバナー
補佐を仰せつかっております森島でございます。所

原会員の５名で構成されています。
活動方針としては①姉妹クラブとの交流を深める。
②奉仕プロジェクト委員会とロータリー財団委員会

属は新千葉ロータリークラブです。
本日は来月のガバナー公式訪問に先んじ、この後
のクラブ協議会において貴クラブの活動状況を勉強
させていただきたいと思います。内容は宇佐見ガバ
ナーに報告いたしまして、公式訪問の参考にさせて

との協調活動を行うこととしました。
具体的な活動計画としては
①平成２７年４月１７日（金）～１９日（日）にソ
ウルで開催予定の三クラブ合同例会への出席
②台湾五福ＲＣの会長交代式（平成２７年６月中旬）

いただきたいと思います
また、クラブ協議会の後では宇佐見ガバナーの今
年度の思いを皆さんにお伝えしたいと思いますので、

への出席
③五福ＲＣとナムソルＲＣに対する当クラブの２５
周年記念式典への招請

よろしくお願いいたします。

④奉仕プロジェクト委員会及びロータリー財団委員
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会と共同歩調をとって未来の夢計画についての理
解を深める。

職業奉仕委員会

加藤

隆 委員長

多くの会員の理解を得て上記事業を成功させたいと
思います。よろしくお願いします。
社会奉仕・青少年委員会

千田 直樹

委員長

【活動方針】
・職業を通じてロータリーの理念を追求する。
・
「四つのテスト」を実践し、自己研銅に努めるべく
周知させる。

【活動方針】

【活動計画】
・毎月、初例会においての「四つのテスト」の唱和

・地域に密着した奉仕活動をし、ロータリー活動を
ＰＲする。

・職場訪問例会を他委員会と協力して行う。

・青少年の育成を、奉仕活動を通し、地区のインタ
ーアクト、ローターアクトと協力して、ロータリ

ークラブヘの理解と道標をつくる。
【活動計画】

管理運営委員会

加藤

隆 委員長

・児童養護施設「恩寵園」への支援を行い、子供達
とのふれあいを重視し、将来子供たちが、自立し
た大人になれるような手助けを実施する。
・干葉都市モノレール干葉駅に設置したベンチ、観
葉植物の管理と運営。
・姉妹クラブとの共同社会奉仕事業を行う。
・スポーツを通じての学校指導者からの教育現場で
【活動方針】
・会長方針に基づく委員会の諸活動の基本計画を援

の理解を深める。
会員増強・会員維持委員会

池田 銀藏

委員長

助する。
・クラブの活性化を図るための基本的な方策を打ち
出す。
【活動計画】
・クラブ研修委員会を通じてロータリーヘの理解を
深め長期計画の足掛かりにする。
・親睦活動をより活発化させクラブ内だけではなく
他クラブとの交流を図る。

【活動方針】
・ロータリーをひとりでも多くの人に知ってもら

卓話・講評

森島

弘道

第３分区Ａガバナー補佐

う！
・２５周年に向け会員数 40 名を目標とする！
・退会防止に努める！
【活動計画】
・各委員会、特に広報委員会と協議し多くの方にロ
ータリーを知って頂くためにどんな方法が良いか
模索し、実行する
・一般の方々にも参加して頂けるオープン例会を開
催する。
この例会は、卓話者がいらっしゃる日とする
・各会員より２名以上の入会候補を出して頂き、例

講評というより、宇佐見ガバナーの本年度方針を
お伝えすることによりまして、皆様の活動とガバナ
ーの方針がつながってくれれば幸いだと思っており

会に一度ご招待する。
・退会者の皆様に再入会を勧める。ご本人が無理な
場合は、後継者または、候補者を推薦して頂く。
・会員の方は新入会員と積極的にコミュニケーショ
シをとる。

ます。

・会員は、例会場においては、毎回同じてテーブル
に着席せず、会員相互のコミュニケーションに努

れをご覧になった後で少し話をさせていただきたい

本日は簡単な「ロータリーとは」という約５分程
のＤＶＤを用意してまいりました。もしかするとご
覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、そ

と思います。

める。
◇◇◇◇◇◇◇ＤＶＤ鑑賞◇◇◇◇◇◇◇
「ロータリーとは」という１２０万人の会員が同
じプロジェクトをするという内容でした。

今年度宇佐見ガバナーはＲＩテーマ「ロータリー

えるわけですが、宇佐見ガバナーのメッセージはこ

に輝きを」ということで、地区の活動方針「原点回

の三つの指針を達成することによってクラブがさら

帰」を合言葉に三つの方針を持って活動されており

に強化されることで改めて「ロータリーに輝きを」
ということになるというふうにおっしゃっておりま

ます。

す。

まず初めはクラブの活性化を図るということであ

ＲＩのテーマ、宇佐見ガバナーの地区活動方針、

ります。２番目は先ほどのＤＶＤでもございました

そして今皆さんから発表にありました千葉東ロータ

けれど、ポリオ撲滅を完全にするということであり

リークラブの活動計画がつながってゆけば幸いでご

ます。９９％の撲滅まで行ったということでありま

ざいます。

すが、これを完全にするということであります。そ
して３番目にはより充実した大きな奉仕をするため
には会員の増強が必要であるということで「会員増

何かガバナーへの質問等がございましたら承り、
持ち帰って来月のガバナー公式訪問の際にお答えで
きると思いますのでご要望ください。
本日はありがとうございました。

強」ということでありますのでこの３つの活動を重
視しております。
一番目のクラブの活性化を図るということは、ロ
ータリーの発展過程でシカゴの街でポール・ハリス
が信頼できる仲間づくり、そしてその仲間の利益を
辻

図る。この原点の部分であります。
２番目のポリオ撲滅を完全にするということは自
分や仲間たちの利益だけでは社会に認めてくれない
ということで地域に良いことをしようということで

会長
森島ガバナー補佐、本日はありがとうございま
した。

飯田会員

・・・・・・・

社会奉仕活動に発展していった部分でもあります。
そのあとは世界でも、ということになり国際奉仕を

計 10,000 円

含めた部分が起きたわけです。
特にポリオに関しては貴クラブの活動計画書にも

累計

３４６，０００円

載っていますが、ロータリー財団、米山奨学生など
に関する寄付で寄付奨励委員会を作り、寄付を奨励
していることを拝見いたしましたが、ポリオに関し
ましてもロータリー財団で受けた寄付を世界におい
てよいことをするプログラムの一部ということにな
ります。
３番目の会員増強に関しましては、より親睦を深
めより多くの奉仕活動を可能にするための活動とい
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