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清田浩義様
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井上喜久雄様

江上会長

とだと思います。皆様も今後コンペに参加していた
だき、ゴルフをする機会が増え、ゴルフのレベレが
上がれば，その分楽しいゴルフになると思います。
クラブ活動も同じだと思います。この一年間皆様と
クラブ活動で共に行動をする時間を持つことで、ゴ
ルフスコアーと同様にクラブ活動の結果を上げて
いきたいと思っていますので、よろしくお願いいた
します。ちょっと前置きが長くなりましたが
本日は、ガバナー補佐の清田様、ガバナー補佐担当
大野様、市川シビックロータリークラブ会長ノミニ
ー 井上基久男様に例会にご参加いただきありがと
うございます。
今年度一年間の千葉東ロータリークラブの運営、委
員会活動等有意義なものにしていく為に、本日はガ
バナー補佐清田様よりご指導を受け、8 月 2 日（月）
のガバナー公式訪問を有意義なものにしていきた
いと考えています。
先週の例会で、会長と幹事の年度方針説明をさせて
いただきました。 本日はこの例会の後に、クラブ協
議会で各委員長の皆さんから各委員会の活動方針，
活動計画の発表をしていただきます。この一年間有
意義なクラブ活動となりますように各委員長の気
持ちを籠めた説明をお願いします｡

清田浩義ガバナー補佐挨拶

昨日のチャリティーコンペ参加会員の皆様 暑い
中、お疲れ様でした。 かなり暑かったのですが、全
員無事完廻れましたので良かったです。
私は、前日 17 日（土）にコロナワクチン接種 2 回
目をしました。かかりつけ医に翌日ゴルフなのです
が大丈夫ですかと尋ねたところ、一言「自己責任」
です。とダメだと言われなかったのでほっとして参
加しました。幸い翌日も本日も腕の痛みがなくて大
丈夫です。 結果は幹事の坂下さん 1 人がダントツ
でドラコン、ニアピン、優勝まで総なめでした。
ゴルフは、一日かけてコースを廻りますので，例会
とは違って一緒にメンバーの普段見られない性格
が行動にでますので、一緒にコースを廻ると親睦が
はかれます。会員同士の懇親がより深まります。坂
下幹事は昨日良いスコアーでまわれたのは，やはり
日頃の努力があっての結果だと思います。努力が出
来て、その努力の結果が出せることは素晴らしいこ

皆さんこんばんは。江上会長から話ありました 8 月
2 日ガバナー公式訪問に向けて、私が皆さんのお話
を伺い、またお伝えしたことをお話しする今日はそ
の様な例会になればと思っております。初例会でお
話ししましたが、ガバナー補佐としてクラブ発展に
対しお手伝いをするのが仕事であると考えており
ます。梶原ガバナーは RI の役員であり、RI の考え
方、地区をどのように発展するかの話をされると思

います。そこで私の役目は、ガバナー談話に於いて
のそのことの意味、また自クラブに対してどのよう
に役に立つのかを考えていただき、わからない点を
私に聞いていただきたいと思います。会長時、地区
との距離を感じておりました。DLP はクラブを支援
するための地区の在りようの話でありますが、その
辺上手く伝えきれていないのが率直な感想です。そ
れから一年間七クラブの会長幹事と共に過ごすに
あたり、二つのテーマを持っていきたいと思います。
一つは、それぞれクラブの長所短所があり、クラブ
らしさがありクラブ内でそのらしさが何かを話し
合っていただきたいと思います。二つめに、2030 年
に向けて SRF という新たな枠組みを作ろうとして
います。当地区も 30 クラブで一つのセクションに
なります。イメージいいますと今のガバナーが
30 クラブの取りまとめをするセクションリーダー
となります。今後はかなりの変化が予想されますの
で、各クラブが変わるのでなく、国際ロータリーが
どのように変化していくのかを一緒になり話し合
っていければと思います。
一年間宜しくお願い致します。

幹事報告

坂下幹事

1. 結婚お祝い申し出があれば、ケーキ券に変更で
きます
2. 納涼家族例会は 7/31 から 8/21 に変更になり
ましたが、蔓延防止延長により再度協議
3. 9/12 地区合同プロジェクト「いなげの浜清掃」
予定ください
4. 10/24 地区合同プロジェクト「ポリオ撲滅祈願」
千葉神社にて午前中に開催
5. 第一回グループ再編会議が開催され、素案の送
付がありました。
A 案 3.4.12 グループ B 案 2.3.4 グループ ご
意見ありましたら申し出ください。

ニコニコ BOX 報告
市川シビック RC 会長ノミニー 井上喜久男様
１０月 3 日 よろしくお願いします。
江上会長
本日はガバナー補佐清田様、ガバナー補佐担
当大野様、市川シビック井上様、御出席あり
がとうございます。
坂下幹事
清田ガバナー補佐、大野補佐担当、井上会長
ノミニー、ありがとうございました。また、
昨日はゴルフコンペ、暑い中お疲れさまでし
た。
合計 9,000 円
累計 135,000 円

クラブ協議会
曽我浩

会員増強委員長

会員を実質で５名拡大を目指す。
クラブ活性化の最重要課題は、会員拡大でありま
す。会員増強は具体的に拡大目標を各会員から提
出してもらうのは大変と思うが、働きかける対象
者を全員が具体的に上げ、具体的に取り組む。

武田康

クラブ管理運営委員長

クラブの効果的
な管理運営に関
する活動を実施
し、現況を見直
し、各委員会、細
部への気配りを
施し会長方針の
任務をサポート
する。また、女性
会員の増強を図
る。活動方針と
しては、クラブ協議会を自由討論も踏まえ最大限活
用し、情報を会員に積極的に伝達し、新会員へのケ
アをし、炉辺会議にて会員相互の親睦を深める。

寺谷誠臣

親睦活動委員長

【活動方針】
●「楽しくなけ
ればロータリー
ではない」を基
準に、各種親睦
活動を通じて会
員相互・会員の
家族の理解親睦
を深め、信頼と
思いやりの心を
大切にした仲間
作りと奉仕活動
実践の一助となるような雰囲気作りに努める。
・他委員会の活動で、親睦活動に繋がる行事は
協力する。
【活動計画】
・納涼、忘年例会を会員相互のより一層な親睦
を図れるプログラムとして計画し、会員家
族、ゲストの参加を増やし、ゲスト及び
ロータリー家族間との交流を深める。
・ゴルフ・ボーリング・食事会等を通じて、会
員親睦の強化を図る。
豊田雅光

クラブ研修・プログラム委員長

坂下雅紀

クラブ広報会報・ＩＴ委員長

【クラブ研修】
・活動方針
地区研修セミナーへの積極的参加の推進
炉辺会議でのミニ勉強会
・活動計画
クラブ 3 大セミナーへ参加
炉辺会議でロータリーの知識を深める
【プログラム】
・活動方針
勉強会の実施
ロータリーの歴史の談義の実施
・活動計画
会員卓話を増やす
親睦旅行の実施と会員相互の親睦を深める
炉辺会議で情報発信

【活動方針】
・会員のクラブ活動をホームページ及びＳＮＳ等
広報媒体に掲載しロータリアンはもとよりロー

タリアン以外の方々に活動内容を理解して頂け
るような広報活動をする。
・デジタル化時代への対応力を高めオンライよる
例会開催、また、オンラインにより国内外
クラブとの交流を活性化し、ロータリアン
相互の親睦機会を創出する。
【活動計画】
・クラブのホームぺージにクラブ会報を掲載し、
ＳＮＳ等に活動状況を周知する。
・会員のオンライン環境整備をサポートし、会員
相互の親睦を図る。
・オンライン例会開催時の企画、運営を行う。
・奉仕プロジェクト委員会及び親睦委員会と連携
し、チャリチィー企画を実行することで
奉仕活動の活性化を図り活動を広報する。

宍倉壽夫

奉仕プロジェクト委員長

工藤政美

職業奉仕委員長

・他委員会と連携して職業奉仕の研修を実施する

田中仁一

国際交流委員長

今回初めて国際委員長を仰せつかりました昨年国
際交流は全く出来ませんでしたが、今年も厳しいか
活動計画書
な、、、しかし、IT 委員会と共同で台湾五福、韓国ナ
Ｐ 76 を 参
ムソル RC とオンラインにて例会が出来ればと思い
照ください。
ます。詳細に関しては活動計画書Ｐ78 を参照くだ
昨年はコロ
さい。
ナ禍におい
て奉仕プロ
池田銀蔵 社会奉仕・青少年委員長
ジェクト委
員会活動が
停滞してお
りましが、
本年度は是
非具現化していきたいと思います。当委員会は 3 委
員会を統括しておりますので連絡調整を図ってい
きます。また、鳴海直前会長が地区 RYLA 委員長就
任され、積極的な青少年活動支援をしていきます。
一年間宜しくお願い致します。

昨日は、お疲れさまでした。残念な結果でした
本来であれば、カラオケ、ボーリングで幹事を負か
すことでありましたが、コロナ収束時は
私の出番です！
【活動方針】
・職業奉仕は重要な目的です
ロータリアン自身の職業を通して地域への奉仕活
動を行っており、まず自分自身の職業が信頼され
繁栄することが大事です。日頃から心身ともに健康
でいられるように心掛け、新型コロナウィルスを克
服するために会員同士の協力推進をしましょう。
【活動方針】
・月初めの例会時に「四つのテスト」を唱和する
・卓話を通して多くの職種の理解を深める
・職業奉仕について外部講師による卓話を実施する

活動計画書には、記載されておりませんが
副委員長に松澤ＰＰにお願いをしております。
今年の重点活動として【脱・生理の貧困】
としていきます。生理用品を買えない問題はコロナ
禍国内外で生理の貧困として関心が高まっていま
す。公共団体においても支援はありますが、まだま
だ足りていません。今後理事会等で
検討し出来ましたら、ＲＣ一丸となり協力をしてい
ければと考えております。

鳴海寿裕

ロータリー財団委員長

【活動方針】
・国際ロータリーのロータリー財団の役割について
理解を深める
・クラブの奉仕プロジェクト委員会と協力し合い補
助金を活用したプロジェクトを検討する
【活動計画】
・会員一人当たり年次基金へ 150 ドル、ポリオプラ
スへ 30 ドルの寄付を目標として推進する
・月初めの例会時に財団への寄付を推奨する
・奉仕プロジェクト委員会とどのような事業が出来
るか話し合い、財団の補助金が活用できるか検討
しクラブの活性化に繋げる
・マイロータリーからのロータリークレジットカー
ドの活用を促す
今後例会数も減ってしまう、またオンラインに切り
替わる可能性もあります、是非リアルの例会時に寄
付等お願い致します。少しでもクラブの存在を地区
に示していきたいです。また、活用出来ていない補
助金事業を検討し活性化していきます。

加藤隆

【活動計画】
・円滑な例
会の進行を
図る。
・ゲスト来
賓には、特に
気配りする。
・会長、幹事、
各委員長と
連携して例
会の進行を
執り行う。
・ニコニコ BOX を意義ある活動となるように、出
席者のメッセージを分かち合う場とする。一言分
かち合いたい参加者が増えれば収益も増える。

松澤須美子

米山記念奨学会委員長

【活動方針】
・クラブの適正な資金管理をする
【活動計画】
・四半期毎に予算対比及び会計報告をする
・会計処理の簡素化をする

昨年に引き続き地区委員、クラブ委員長として
お引き受けしております。皆さんにはもう少し
理解を深めていただくために、他地区委員に卓話を
お願いしたいと考えております。また、勉強の機会
増やし理解を深めていただく一環として本年度は
フィンランドの奨学生に卓話をお願いする予定と
なっております。今後クラブとして奨学生を毎年受
け入れられる体制を整えることによりクラブ雰囲
気も替えられることとなると思いますので、本年度
は積極的に活動していきます。詳細は活動計画書
Ｐ81 参照ください。

手塚隆雄

清田ガバナー補佐講評
会員間の温かさを感じることが出来ました。ロー
タリークラブでは規定や理屈に基づいていること
が、本来の目的を歪めているように感じていま
す。親睦活動が出来て、ざっくばらんな意見交換
の中から新しい考えやアイデアが生まれ奉仕活動
に繋がり両輪の活動が活性化すると信じていま
す。また、世の中には顕在化及び潜在化している
ニーズが数え切れずあります。そのことは親睦活
動を通じ、自ら創り上げる楽しさを求めて活動
し、その思いを中長期計画に盛り込んだ形で
ガバナー公式訪問時にお話し合いが出来ればと思
います。本日はありがとうございました。

S.A.A

【活動方針】
・会員の皆様がロータリー活動の基本である例会が
ロータリアンとして好意と友情を深められる意
義ある例会運営となりますようマナーと秩序を
遵守し、楽しく過ごしていただけるように会場監
督を務めます。
創
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