
武田 康 会長

皆様 こんばんは・

本日は、ロータリーの主な会合についてお話し致

します。今更・ということもなく聞いてください。

クラブ例会： 例会は毎週一回、定められた曜日、

時刻及び場所に定期の例会を開催することとなっ

ています。Ｅクラブの場合は、毎週一回細則に定

められた日にクラブのウェブサイトに参加型の活

動を載せる事によって例会を開催することになっ

ています。

クラブ理事会： 毎月一回定例理事会が開催され

ます。理事会はクラブ運営上の最終の決定権と責

任をもっています。

クラブ年次総会： 毎年１２月３１日までに年次

総会が開催され、役員選挙が行われます。

クラブ協議会： クラブ・アッセンブリー とも

いいます。クラブのプログラムと活動 もしくは、

会員教育について協議するために開かれる、クラ

ブ役員、理事、委員長の会合ですが、すべての会

員も出席することを奨励されています。当クラブ

では全員参加型です。

クラブ討論会： クラブフォーラムともよばれて

います。奉仕理念・クラブ管理運営・委員会活動

などの問題点について自由な意見を述べ合う討論

会です。

炉辺会議：  会員のみなさんが、いつもとは違

う例会場で集い、ロータリーのことを勉強しなが

ら、より一層親睦を図る例会です。

そして、地区の主な会合をお話しします。

地区大会： 毎年開催される地区内ロータリアン

の大会で、その目的は、親睦や、感銘の深い講演、

地区内クラブやＲＩ全般に関する問題の討議によ

ってロータリーの目的を推進させることです。

ガバナー公式訪問： 各クラブがその所属してい
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るＲＩ役員であるガバナーが、公式に接触する年

一回の大切な機会です。地区ガバナーはその年度

の国際テーマを解説すると共に、実施についてロ

ータリアンの意欲を喚起させます。また、クラブ

の実状や問題点について率直に討議し、指導しま

す。

ＩＭ： 都市連合会  ともいいます。近隣都市

の数クラブが合同して情報交換、及び、親睦を行

う会合です。

地区・研修協議会： 毎年 ４月か５月に開催さ

れる新年度クラブの指導者のための会合です。

さて、こうしてみますと、会議や集まりがたくさ

んありますね。

ロータリーを知ると知らないのとでは、人生の時

間の使い方がまったく異なっていくのではないで

しょうか。本日はこれまでといたします。

宍倉 壽夫 幹事

 先週の理事会で６月のプログラムが決定しま

した。第１週の６日は１年を振り返っての１回

目、第２週の１３日は１年を振り返っての２回

目、２０日の第３週は会長・幹事の１年を振り

返って、そして２７日は会長・幹事慰労激励会

でする場所は２階の宴会場です。

 平成２８年熊本地震への義捐金のお願いにつ

いてです。ちょうど１月前の２回目の地震で大

きな被害が出ました。改めて、義捐金箱を回し

ますので、ご協力をお願いします。

 来週の新入会員歓迎式は千田会員のかんたろ

うになりますのでお間違えのないようお願い

します。

職業奉仕委員会 松澤 須美子 会員

奉仕プロジェクト委員会 鳴海寿裕 会員

平成 28 年 4 月 29 日（金）、アパホテル＆リゾー

ト東京ベイ幕張で国際ロータリー第 2790地区の地

区研修・協議会に参加しました。

当日は、AM10：00 点鐘で本会議が始まりました。

最初に、ホストクラブ歓迎のお言葉から始まり、

櫻木英一郎ガバナー様からも挨拶をいただき約 2

時間で第 1 部本会議が終了しました。

昼食をはさんで、PM1：00 より、第 2 部・部会別

協議会に分かれて奉仕プロジェクト部会に、辻さ

ん・松澤さん・鳴海の三人で参加しました。

木更津 RC の堀内正一統括委員長より「元気なク

ラブを目指して一歩踏み出そう奉仕活動へ」とい

う次年度のテーマが活動方針として打ち出されま

した。

職業奉仕委員会では、柏東 RC の中村俊人職業奉

仕委員長より、奉仕プロジェクト委員会に於ける

職業奉仕委員会としての役割と云う事でお話があ

りました。

ロータリアンとしてクラブへ入会された時にな

にを伝えられたか再確認することが大切かと思い

ます。「ロータリーでいう職業奉仕」とは、自分の

職業に「誇り」と「愛情」を持って最大級の努力

をする事。「自分のやっている事を一生懸命、正し

くやるんだ」という事をロータリアンの皆様に伝
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えられたらと考えています。クラブの会長・幹事

さん達によく理解頂き「職業奉仕とは何か」を会

員に伝達していただく事が大切なことから、「クラ

ブ訪問をしての卓話」を重点活動としたいとの発

表がありました。

青少年奉仕委員会 藤本   会員

管理運営委員会 吉田 宏一 会員

みなさん、こんばんは。

それでは、4 月 29 日の「地区研修・協議会」の中

の「管理運営統括委員会」につきまして、ご報告

申し上げます。次年度は”統括委員会”と称する

ようです。今年度は加藤ＰＰが地区の副委員長で

あり、前年度は加藤ＰＰが地区委員長であり、私

も地区委員として、運営する側であった委員会で

あります。

次年度は、統括委員会として、4 つの委員会と、

ＲＬＩを統括するようです。

4 つの委員会とは、会員増強・退会防止委員会、

広報・公共イメージ向上委員会、フェローシップ

委員会、ロータリー研修委員会の 4つであります。

ロータリー研修委員会につきましては別室で開

催されましたが、次年度委員長から報告していた

だきます。

会員増強・退会防止委員会の内容につきましては、

池田ＰＰから報告がありました。

広報・公共イメージの向上委員会の内容につきま

しては、加藤ＰＰが「ロータリー米山奨学会委員

会」の方に出席していただきましたので、私のほ

うから報告させていただきます。

まず、広報・公共イメージ向上委員会ですが、こ

のＤＶＤに全部入っています。加藤ＰＰに渡して

おきますので、是非ご活用いただきたいと存じま

す。

内容といたしましては、日本人の８０％はロータ

リーの事を詳しく知らないので、もつともっとロ

ータリーの素晴らしさをアピールしていこう、と

いうものです。

当クラブは、ホームページもありますし、フェイ

スブックもやっておりますが、まだホームページ

のないクラブも多数あるようです。地区の方でホ

ームページの開設のお手伝いをします、との事で

した。

また、ＳＮＳの活用として、フェイスブック、ツ

イッター、ライン、ユーチューブ、インスタグラ

ム、グーグルプラス等があるが、次年度はフェイ

スブックを活用したい、とのことでした。

また、ホームページの見直しをして、更新をひん

ぱんに行ってください、との事でした。

次に、フェローシップ委員会の内容につきまして

ご報告申し上げます。

こちらの委員長は、柏ロータリークラブの山内尚

美委員長。女性の委員長です。女性会員のための

親睦活動がプログラムされております。

詳細は、事務局に入ると思いますが、

「女性会員の集い」７月２２日金曜日２時から６

時三井ガーデンで和食とお琴。定員３０名。

「六本木マハラジャナイト」９月４日日曜日２時

から６時。４時間飲み放題。ダンスとイベント。

踊り狂う。曲目のリクエストを受付します、との

事。

「女性会員の集い」は、何回か実施したいので、

希望を募ります。お料理教室、お茶会、ゴルフ、

女子会（食事・カラオケ）ジャズ会、音楽祭、等々

ご意見をお知らせください、との事でした。

次年度は、当クラブも女性の会長エレクトとなり

ますので、他のクラブの女性会員との候理由も良

いのではないかと思います。

以上です。ありがとうございました。



米山記念奨学会委員会 加藤 隆 会員

山本次年度委員長が欠席ということで米山奨学

生カウンセラーを担当する私が代理で出席いたし

ました。

米山記念奨学生委員会は地区の次年度の方針と

いうより米山奨学会全体の現状説明が主な内容で

ありました。

寄付金だけで成り立っている組織なので

地区内での米山奨学事業及び地区における

寄付額と奨学生の数との関係に関する会

員・クラブの理解向上のお願い。

米山奨学会寄付ゼロ・クラブ解消及び寄付一

人当たり 15,000 円の目標達成。

奨学生を推薦する大学及び応募者のロータ

リー／ロータリー活動に対する理解向上へ

の取り組み。

という内容でした。

当クラブも４月から趙力熙君の世話クラブとし

て米山奨学会との関わりができ皆さんにも一層の

ご理解をお願いいたします。

工藤会員

  ５月９日、娘の誕生日でした。29 歳に成り、

うれしくもあり、悲しくもある日でした。

七海会員

  土曜日に、古いお友だちと再会し、たくさん

お酒を飲みました。ＰＭ1：00～9 時ころまで

7 件もはしごしました。女ふたり・・・・

  年を重ねるごとに悪口や苦労話もいっぱい、

いっぱい話をしました。すっかり私たちは元

気！今度私たちを見たら、一緒に飲んで悪口

いっぱい、いいましょう！！

加々井会員

  目に青葉といい、今が一番好きな季節です。

  来月は入梅の季節、アジサイですね。

            合計 22,000 円
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