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でしたが、今回も破損して再度交換をしなければな

第
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 四つのテスト唱和
言行はこれに照らしてから

りません。大変な台風でした。
先日は情報研修会がありましたが、会員の皆様のご
協力のお蔭で無事に終わりました、ご苦労様でした。
従来は入会３年未満の会員が主に対象でしたが、今
年度は会員歴が関係なく参加出来て、主に職業奉仕
について講演かおり、内容が難しくて新しい会員に

１．真実かどうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか

は理解出来ないと思いましたけど皆様はいかがでし
たか？
今年度も３ヶ月過ぎました、残り３ヶ月が過ぎ、年
が変われば少しは楽になるかなと思っていますが、
今月 28 日に地区大会があります又皆様のご協力を
お願い致します。

 幹事報告 藤本幹事

 会長挨拶

坂下 会員
髙柳会長

※ 今月のロータリーレートは１１２円です。
※ 千葉西 RC より、11 月 27 日火曜日に会員増強オ
ープン例会が開催されます。18 時半点鐘、18 時
50 分より講演、19 時半より懇親会です。会費
8000 円です。参加希望の方は事務局までお願い
昨晩の台風で皆様の所では被害はありませんでし
たか？
私の家では大切にしていた鉢植えや小物が飛び散
り、今朝は片付けが大変でした、また夜中大風でほ
とんど眠れませんでした。会社では前回の台風で入
り口の軒先のアクリル板が破損し交換をしたばかり

します。

※ 千葉若潮 RC より、ピッチ＆パット世界大会が諸
事情により延期になりました、との事。色々ご
迷惑をお掛けいたしました、との事でした。

※ 千葉幕張 RC より、来年 3 月 22 日金曜日に第３
グループのボーリング大会を開催しますとの事。
詳細はおって連絡しますとの事。

※ 10 月 27 日、28 日土曜・日曜で地区大会が開催

8/19 親子三代、9/14 情報研修会、9/18 千葉西 RC

されます。28 日の日曜日は、例年と違い午前中

補佐訪問、9/27 千葉中央 RC 補佐訪問、10/1 千葉 RC

に講演、午後にクラブ紹介の予定です。ご参加

補佐訪問が終わりました。

のほど、よろしくお願いします。

これからの予定としては 10/15 千葉・千葉西・千
葉中央三クラブ合同ガバナー訪問があります。内容

 今月のお祝い

は午前中各クラブ 45 分くらいガバナーとの懇談、午

誕生日祝い

後から各クラブのクラブ協議会。当クラブは 11/26
にありますので参考にしたいと思います。
11/9 は第３グループの親睦ゴルフコンペがありま
す。当クラブはホストクラブですので多くの方のご
協力をお願いします。
今まで訪問したクラブの現状を簡単に説明します
と、千葉西 RC は全体がしっかりしている感じ、千葉
中央 RC は規模等当クラブと似ている、千葉 RC は会
員数９５名、平成 15 年には 60 人台だったらしい。

曽我ＰＰ・宍倉ＡＧ・江上会員

悩みは新入会員卓話が 1 年後になってしまうという
こと。こんな感じです。

結婚記念日祝い

それから皆さん My Rotary への登録をおねがいし
ます。当クラブはまだ５人です。わからない方は加
藤さん、事務局聞いてください。現状はこのような
ところです

 委員会報告
会報委員会

加藤委員

宍倉ＡＧ・千田会員・坂下会員

 ガバナー補佐よりの連絡
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宍倉

壽夫

ガバナー補佐

会報の発行が止まっております。会長挨拶、幹事報
告以外の原稿未提出の為です。委員会報告、セミナ
ー報告等前で話されたことの原稿は原則水曜日まで
に事務局にメールで提出ください。できれば word
にて添付していただけると幸いです。よろしくお願
いいたします。
現在迄のガバナー補佐としての活動を報告します。  セミナー報告
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の奉仕を実施しているクラブのみなさん、初めてそ

奉仕プロジェクト推進セミナー報告
奉仕プロジェクト委員会

武田

康

のプロジェクトを実施した時の充実感、達成感は現

委員長

在でも、たもたれているか？恩恵を受ける地域のみ

2018 年９月１６日（日）ＴＫＰガーデンシティ千葉
１３：００～１６：００

なさんは、心から喜ばれているでしょうか？年中行

地区奉仕プロジェクト統括委員会の役割は、ロータ
リーの目的に掲げる「意義ある事業の基礎として奉
仕の理念を奨励し、これを育むことにある」を具体
的な実践につなげるためのお手伝いをすることに
あります。あくまでも主役は我々クラブ会員であり

事の様になっていないかな？もしそうならとてもも
ったいないお話しになりますかな。という訳で間も
なく日本国のロータリーは、１００年を迎えます。
東京ロータリークラブが誕生し、大都市を中心に急
速にロータリー運動が広がっていきました。１００
年後の現在、そのクラブ会員は減少傾向をたどって

ます。

おります。我々はロータリーの何に意義を求め、ロ
ータリアンになったのでありましょう。私たちは、
今一度ロータリーの目的に立ち返り、日本のロータ
リー誕生の頃に思いを馳せ、人の役に立つ充実感を
ともに感じ合いましょう。
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ロータリー財団セミナー報告
ロータリー財団委員会

松澤

須美子

委員長

前回アンケートを実施して、すべてのクラブで奉仕
プロジェクトを行っておりました。その内容はクラ
ブ所在地域のためのプロジェクトがほとんどでした
が、姉妹クラブ米山奨学生先輩とのつながりから国
際的なプロジェクトを実施されている事例もありま
した。また、青少年に向けたプロジェクトを実施さ
れているクラブもありました。その財源としてロー
タリー財団地区補助金を活用されているクラブは、
全体の３分の２を占めていました。

9 月１日(土)、TKP ガーデンシティ千葉において開
催されましたセミナー報告をさせて頂きます。当日

今回の調査では、毎年同じ内容のプロジェクトを実
施されているクラブが意外と多くあった様です。そ
こで、奉仕の理念とはなんぞや、という事で実施状
況・調査結果を検証する必要があるのかもしれませ
ん。実施しているプロジェクトが地域のみなさんの
役に立っているのか？

ロータリアンの自己満足に

終わっていないのか？など自らのプロジェクトを客
観的に見る必要がありそうです。特に毎年同じ内容

は宍倉ガバナー補佐と高栁会長と３人で出席致しま
した。私の報告で至らない点がございましたら、お
二人にサポートをお願い致します。
まずロータリー財団は世界中のクラブや会員が実
際の奉仕活動をするための資金を集めて配分する組
織です。
「ロータリー財団の父」と言われております
アーチ・クランフ会長が「良い事」をするためには
資金が必要なので、そのための基金を作ることを提

唱しました。これが現在のロータリー財団のもとに
なっております。

付をお願い致します。
最後に、ロータリーカードを作って頂き、利用する

ロータリー財団の重点は、ＲＩの最優先項目である
「エンドポリオナウ」と共に「６つの重点項目」を

だけでポリオ撲滅支援に参加できますので、是非作
成の上ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

中心とした「人道的奉仕」です。
ポリオプラスとは、地球上に何百万人もの患者がい
たポリオを撲滅する壮大な挑戦です。ロータリーを
中心とした 20 年を超える長年の活動の結果、現在で

江上会員

はポリオの新たな発症は 3 つの国で数 10 件にまで減

誕生日祝いをいただき、ありがとうございまし

りました。完全撲滅まであと少しです。日本国内で

た。

は 1980 年に１人発症が最後ですが、世界ではパキス

杉澤会員

タン、アフガニスタン、ナイジェリアで流行が続い
ております。ポリオは感染しても麻痺をきたす割合
が１％以下と低く、症状が現れないので１名麻痺患
者がいれば周囲に無症状患者が 100 名もいる事にな
ります。そこで、流行を阻止するには集団一斉投与
を行うしかありません。
そして 6 つの重点分野とは、①平和と紛争予防と解
決、②疾病予防と治療、③水と衛生、④母子の健康、
⑤基本的教育と識字率向上、⑥経済と地域社会の発
展です。人々が最低限の基本的人権のもとに生活で
きることを目指しています。世界ではこれに程遠い
生活をしている人達が何億人といます。そこで、皆
様からの寄付により「世界で良い事」が出来るので
す。

先日の入会式、誠にありがとうございました。
坂下会員
お祝いありがとうございました。
宍倉会員
結婚祝と誕生日祝を頂きありがとうございます
年齢は 68 歳、結婚は○○年となります。
当面は 70 の古希を目指したいと思っています。
佐野会員
特にありません。
曽我会員
いつもありがとうございます。
高柳会長
台風では、大事なく済み良かったです。

寄付の受け皿は、年次基金寄付、ポリオプラス、恒
久基金寄付、その他寄付の４つがあります。皆様の

合計

年次基金への寄付は巡り巡ってどこかのクラブある

30,000 円
累計２７６，０００円

いは皆様のクラブの活動の補助金にもなります。ロ
ータリー財団への寄付は、世界規模でのロータリー
の活動資金となっておりますので、是非皆様方の寄
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