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水と衛生月間(新設)。※従来の識字率向上は
9 月へ移動。
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4 月

母子の健康月間(新設)。※従来の雑誌月間は
廃止。

5月

青少年奉仕月間(9 月の新世代のための月間か
ら名称を変更して移動。

6月

ロータリー親睦活動月間（変更なし）

上記の 9 月、10 月、12 月、2 月～4 月は、6 つの重
点分野に関してのことです。
以上、特別月間の変更についてご案内しておきます。

幹
みなさん、こんばんは、
ロータリークラブでは会員がロータリー活動に参
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加するよう強調するためＲＩ理事会が指定した特別
月間があります。その特別月間がこの７月１日から
変更になりますのでご案内しておきます。主な変更
点は、奉仕の重要性を認識してロータリー財団の６
つの重点分野の基本方針がすべて特別月間に入りま
した。順に見ていきますと、
７月

年度初めのため、従来通り指定なし。

８月

会員増強、拡大月間（変更なし）

合同幹事会報告

９月

基本的教育と識字率向上月間。※従来の３月

千葉幕張ＲＣのアートフレンズ展が５月１９～

の識字率向上月間を名称変更して移動。従来

２４日に開催されます。場所は千葉市美術館で

の新世代のための月間は名称変更して５月に

す。オープンセレモニーが１２：３０より行わ

移動。

れます。

１０月

経済と地域社会の発展月間(新設)、米山月

間(日本独自・変更なし)
※従来の職業奉仕月間は 10 月へ移動。

６月の理事会で協議しますがネパールの震災義
捐金の案内が来ております。

１１月

ロータリー財団月間(変更なし)

五福ＲＣの会長交代式が日程変更になった関係

１２月

疾病予防と治療月間(新設)。※従来の家族

で６月のプログラムが変更になっております。

１月

月間は廃止。

６月

職業奉仕月間(10 月から移動)、※従来のロー

６月２９日

タリー理解推進月間は廃止。
２月

平和と紛争予防／紛争解決月間(新設)。※従
来の世界月間は廃止。

８日

炉辺会議
会長幹事慰労激励会

以上のですのでご承知ください。

地区研修・協議会報告
会員増強・退会防止委員会
吉田宏一次年度委員長

皆さん、こんばんは。
それでは、４月２９日に行われました「次年度会員
増強・退会防止委員会」について、ご報告申し上げ

ーがあります。

ＩＴ広報公共イメージ部会
山本成人次期委員長

国際ロータリーが遅れを取ったことに気づいて、
遅まきながら非常に力を入れている部門だそうです。
本年度までは、広報ＩＴ・・・・だったのですが、
来年度から、ＩＴ広報・・・・・と部会名を変えた

ます。
地区の委員長は、千葉南ＲＣの北原俊彦氏でありま
す。千葉南ＲＣは、50 周年を 50 名の会員で向かえ
たという増強に強いクラブであります。
内容的には、相当「すごかった」です。
スローガンとして、
「増やそう友人・尽くそう社会に」
目標として、
「会勢３０００名を目指して」

ことにも現れています。
来年度は、ＳＮＳをフル活用して広報を強化する
そうです。また、外には増強、内には退会防止にも
活用して欲しいそうです。
しかしながら、ＳＮＳでは、結構トラブルも発生
しているので、ガイドラインを早急に準備するそう
です。

職業奉仕部会

千田次期職業奉仕委員長

現在２７６０名位の会員数を必ず３００００名に
する！という並々ならぬ決意が語られました。
幾つか要望も出されました。
まず、「特別会員増強委員会」を設置して下さいと
の事です。会員全体が増強に取り組めるように工夫
して下さい。との事です。
この「特別会員増強委員会」の設置については、合
同幹事会でチュックが入るとの事です。
また、この委員会は、毎月一回開催し、増強人数の
目標数（純増３名）を地区に報告して下さい。との
事です。
また、「会員増強紹介カード」を全員で記入し、全
員参加型の増強として下さい。との事です。
例会、理事会等でも、常に増強の事を話題にして、
全員で楽しく増強に取り組んで下さい。私達が楽し
く活動する事で会員も増えていくのです。との事で
した。
尚、８月２２日１３時オークラ千葉ホテルでセミナ

次年度の職業奉仕委員会の委員長は、佐原ロータリ
ークラブの川原さんです。
◎一歩でも前へ進もう。
ロータリーに正解はない。
１０人いれば１０人の、１００人いれば１００人
のロータリー観がある。それは、どちらが正しい
のかと議論してもどうしようもなく、
「昨日の自分」
と「今日の自分」とで考え、己の成長とする。
他人の意見に謙虚に耳を傾け、自分の心の肥やし
にするくらいの器量を持つ。

◎消費者への誠実、地域や世界への心配りが職業奉

前週

１０５８回例会分

仕の根っこにあり、職業奉仕は商売をしっかりと
繁盛させる事が前提で、同時に周囲への心配りを

会長部会

武田

康

会長エレクト

忘れず、自分自身の心が豊かでなければ、人を幸
せにできない。そして、社会奉仕と、国際奉仕を
「いかに折り合いをつけるか」を皆さんで、知恵
を出し合っていきましょう。
理念中心に考えられてきた職業奉仕を、しっかり
と地に足の着いたものにする為に。
職業奉仕の実践は
「４つのテスト」

次期会長のみなさんには、従来通りのやり方はし

しかし、４つのテストを確実に実践しようとする

ないで下さい、と始まりました。

のは難しい。公平に振舞おうとしても、私情が入る

ロータリーの話をしてください、そして、クラブ

とどうしてもぶれてしまう。適切な判断を狂わせて

で社会奉仕活動や国際奉仕活動を積極的に展開して

しまう。

いるクラブは、その活動を継続してください、これ

職業奉仕は難しくない。実践するのが難しいので
ある。そして今、ロータリーに求められるのは、会
話と対話である。

らの活動をしていないクラブは是非とも活動計画を
立ててください。
ＲＩのテーマは、「 世界へのプレゼントになろ

「例会は人生道場」と言われていたのに、例会場
で会話が弾まない。それは、話をする方に原因なの
か、話を聞く方に原因があるのか？
その原因はわからないですが、例会の一時間を実

う

」です。

２７９０地区の行動目標は、
「原点を知り、考える」
であります。
ロータリーを優しく理解する事から始まり、その

のある時間にすることが、何らかの解決策になるの

後徐々に理解を高めていけば、興味がわいて来ます。

ではないでしょうか？

これが活性化につながります。

人生の先輩達に敬意を表し、教えを聞こうとする

クラブ会長とは、クラブの象徴であり、クラブの

と、若者を引きつけ、会員減少につながる。職場で

方針と活動の方向性を打ち出す役です。充実したロ

も同じ事である。まだ、今なら間に合う。例会の時

ータリークラブをめざしてクラブを導くものです。

間が有意義な時となり、己の成長の栄養素になるよ
う、会員の皆様と共に実践していきましょう。

社会奉仕部会

幹事部会

宍倉

壽夫

次年度幹事

武田(孝)次期社会奉仕委員長

リーダーとして次期地区幹事長の梶原等さん、ア
ドバイザーとしてバストガバナーの関口徳雄さん、
原稿未着につき後日掲載

サブアドバイザーとして現地区幹事長の始平堂玄昌
さん、サブリーダーとして次々地区幹事長の藤崎政
弘さんにより幹事部会が開催されました。

会議の内容は幹事の業務についての説明が主であ
りました。配布資料ではＭy

ＲＯＴＡＲＹについて

の説明がありました。続いて地区予算が会長部会で
承認されたとの報告がありました。
Ｍy

ＲＯＴＡＲＹについてはクラブがＲＩに諸

加々井会員

・・・・・・・

事報告するための重要なオンラインツールであり、
これを使わないことには今後一歩も前に進まないと
の説明がありました。また、Ｍy ＲＯＴＡＲＹのな

武田（康）会員
千葉東ＲＣのポケット式ワッペンをつくります。

かにロータリークラブ・セントラルというのがあり、
これはクラブの目標をオンラインで入力することに
より、ガバナー補佐やガバナーがクラブのサポート

池田会員
増強にお力をお貸しください。

をできるようになっています。
会議では、このＭy

ＲＯＴＡＲＹへのアクセスの

方法について具体的な説明があり、各クラブの幹事

合計 9,000

円

が今後ツールとして活用することとなります。会員
の皆さんも是非活用してみてください。
なお、協議会で櫻木ガバナーエレクトから「幹

累計

６６７，０００円

事は事務局任せにしないでほしい」との話がありま
したが、本旨はロータリーにかかわる以上自らが主
体的に行動してもらいたいとのことであると理解し
ています。事務局とは歩調を合わせながらクラブ幹
事としての役目を果たしていきたいと思います。
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