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お客様紹介
うさぎ法務事務所
行政書士・終活カウンセラー

皆様、こんばんは 昨日は、RLI・DL 養成コースに
坂下幹事と私の 2 名参加してきました。これで RLI
のパートⅠ、Ⅱ、Ⅲと卒後、DL 養成コースまで終了
いたしました。 RLI の良いところは、他クラブの会
員との交流が出来ること、他クラブの意見、活動状
況がわかること、ロータリーについて自分なりに考
えることが出来ることです。ロータリーのことにつ
い自ら考え自ら勉強することができます。
RLI は毎年開講されます。来期開催には是非皆様が
参加されますようお勧めいたします。
本日は、4 月 29 日に開催されました地区協議会に
参加された各委員長より、次年度に向けてのご報
告をいただきます。今期もあと 1 ヶ月少々となり
ました。 2022-23 年度クラブ活動計画の会長方針
は、少々修正は行いますが、基本的には継続して
行きます。各委員会の活動方針も見直しをしてい
だき、会長活動方針と同様に継続方針としていた
だくようになると思います。各委員会の活動方
針、活動計画は 6 月 8 日までに事務局まで提出し
ていただくようお願いします。
本日例会参加いただきました行政書士・終活カウ
ンセラーの小山内美穂様とは 高山様と池田会員と
一緒に 2 回会食をする機会がありました。3 人の
熟年男性と楽しく飲める会話、気配りがあり、楽
しく和まさせてもらい飲むことができました。仕
事も趣味の狩猟もしっかりとされている方です。
是非、ロータリーに入会していただきたい人材だ
と思い、例会に参加されるようにご招待をしまし
た。例会に参加されることで、ロータリークラブ
のことを知っていただき、入会のきっかけになれ
ば良いなと思っています。 以上で、私からの挨拶
はおしまいとさせていただきます。

小山内美穂様

今月のお祝い
お誕生日
池田会員
結婚記念日村上会員 江上会長 手塚会員 西田会員

皆さんおめでとうございます！

幹事報告
1. 来期の年次計画書各委員長様締切 6/10 までに
原稿を提出ください。
2. 令和 4 年 10 月 23 日本年に引き続きポリオー
開催されます。
3. 千葉東ＲＣ事務局より迷惑メールが送付されて
おります。添付ファイルは開かず必ず削除くだ
さい。

ゲスト卓話
222

な状態であります。この日は通常足に罠が掛かりま
すが、鼻で餌を取っていたようで鼻に罠が掛かって
いました。翌日鉄砲を持っていなかったので、槍で
仕留めましたが、この後イノシシは頭の良い動物で
あり、この場所に全く来なくなり。

また、最近は鴨川、御宿で増殖しているキョン
です。地元の方から農作物被害に苦慮されてお
り狩猟は社会貢献の一つであり、今後も活動を
していきたいと思います。

小山内 美穂様
小山内さんは、全国でも数少ない女性で第一種銃猟
免許とわな猟免許をお持ちで、千葉県において女性
47 人中重複しているので 2 名は小山内さんなんで
す。また、第一種免許を所持している女性は 29 名
であり、その代表で私が本日伺いました。

地区協議会報告

令和 2 年度千葉県で捕獲されたイノシシは 31，861
頭で多くは南部に集中しています。小山内さんは
君津市で罠を仕掛けています。

上記画像はトレールカメラで撮影したイノシシで
5 頭いますが、夕方 6 時過ぎで夕暮れと共に集まり
だします。また、人家から 300ｍぐらいでこのよう

会員増強とは、退会者を無くす、例会を楽しくする
例会の参加いただく、クラブの雰囲気を感じて頂く
等ありますが、相手もあることなので難しいですが、
唯一出来ることは具体的人数を例会等に誘うこと
は出来るので、各人 5 人に例会参加を促していただ
きたくお願い致します。

曽我会員増強委員長

武田クラブ管理運営委員長
クラブ運営員会は、5 つの委員会を統括します。
この委員会の当てはまる印象的な部分は、大事なの
は会員にとっての心地よさと配慮であり、積極的な
参加こそが会員維持が重要であり、何を期待するか
を説いて、果たし概ある責任を与えることが必要で
あります。小倉ガバナーエレクトのスローガンのも
と活発な活動をしていきましょう。

西田会員
初めてグローバル補助金について参加させていた
だきました。これまでの歴史や事例を説明いただき
理解をすることが出来ました。世界規模の活動につ
き距離感はありますが、一つテーマを導くことによ
り活動が出来ると思います。地区からの話では、各
クラブ積極的に取り組みをしてもらいたいという
ことと、ロータリークラブの存在意義に繋がってい
ることと感じております。

池田社会奉仕・青少年委員会委員長
当クラブでは、
「生理の貧困」の活動をしております
が、地区委員長曰く地域に根差した活動をしましょ
う。との事です。引き続き「生理の貧困」を多くの
クラブに広めていきたいと思います。

松澤会計 奨学生・学友委員会報告
ロータリー財団は世界中のクラブや会員が実際の
奉仕活動をする為の資金を集めて配分する組織で
す。1917 年 6 月 18 日アトランタで開催された第
８回ロータリー年次大会で国際連合会長のアーチ・
クランフが「世界で良い事をしよう」と提案、その
資金の為の「ロータリー基金」が現在のロータリー
財団の基となっております。
世界のロータリアンやクラブは「世界で良い事をす
る」為の資金的な支援、ポリオ根絶、世界平和の構
築など地球規模で行う活動を主導しています。
財団委員会の役割は
１. クラブのロータリー財団目標を立案し、その目
標を達成する
２. クラブ会員にロータリー財団の仕組みを理解し
てもらう
３. クラブ会員にロータリー財団のプログラムに参
加してもらう
４. ロータリー財団に対するクラブ全体の寄付目標
を立案しその目標を My Rotary を通じてアッ
プする。
年次基金は一人当たり 150 ドル、ポリオ基金は一人
当たり 30 ドル

鳴海地区 RYLA 委員長
地区青少年統括委員会は組織再編されます。

野球リーグ・二輪走友会・女性会員の交流会・
スリランカクラブの地区内会員―の右方サポー
トや奨励金の支給
・奨励金を受けることのできる親睦グループ・同
好会などの設立サポート・設立の承認

５.毎年少なくとも２回財団プログラムの説明の
機会を各クラブに奨励する。
そのうち１回は 11 月のロータリー財団月間には、
例会のプログラムとしてロータリー財団について
の卓話をする。また、地区ロータリー財団委員会で
は、ご希望によって皆さんのクラブにお伺いして卓
話をさせて頂きます。と言うことなので、千葉東ク
ラブとしても卓話を検討したいと思います。

平成 29 年 12 月 1 日施行のロータリー親睦グル
ーブ認定基準＆奨励金基準による
・千葉県ロータリーマップの登録募集・管理・
運用ＩＤ rotary パスワード
2790
ＲＬＩ推進委員会
ロータリーリーダーシップ研究会の略称
世界中の多くの地区が合同して採用
ロータリーの意識向上のためのディスカッション
参加型研さんプログラム
毎月何らかの研修が行われている
実行委員会（清田委員長）の委員を１２月に募集
する。30～40 名
役目
・バートⅠからパートⅢにおける覚セッションの
運営補助
・ＤＬ（ディストリクトリーダー）として参加
・６班のセッションチームの編成
担当する各セッションのチームミーテイング
当日開催会場設営準備

宍倉奉仕プロジェクト委員長
管理運営統括委員会は
クラブ奉仕・会員増強・基盤向上委員会、広報・
公共イメージ向上委員会、フェローシップ・親睦
委員会、ＲＬＩ推進委員会、ＩＣＴ推進委員会の
５委員会クラブ奉仕・会員増強・基盤向上委員会
の活動方針
･ロータリー賞獲得を目指してもらいたい
ロータリー賞とは
2５の目標のうち１３の目標を選びその目標を達
成したら、来年の６月３０日までにロータリー
クラブセントラルで報告する。達成するとＲＩ
会長から表彰される。
･会員増強にいてはクラブ訪問をして話し合いた
い。

ＩＣＴ推進委員会
新設の委員会
オンライン形式での例会開催を手助けする委員会
背景としてはコロナ禍のなか、例会開催を中止し
ているクラブがあり、そうしたクラブにオンライ
ンでの例会開催を促す。

ニコニコ BOX
曽我会員
コロナにかかりました。健康こそ第一です。
池田会員
誕生日祝いありがとうございました。小山内
美穂さん入会お待ちしております。
江上会長
小山内様例会参加ありがとうございます。是
非またの参加、入会お待ちしております。
坂下幹事
小山内様本日はありがとうございました。

広報・公共イメージ向上委員会の活動方針
・世界ポリオデー・祈願プロジェクトＬＩＮE
公式アカントに３のメニューがある
イベント情報・・・地区内各地の催し会場を
マップに記載
ＦＡＣＥＢＯＯＫ・・地区内行事の配信
ガバナー挨拶・・・ユーチューブ配信
・各クラブからの奉仕プロジェクト（予定）を
冊子にまとめる。クラブは８月末までに地区へ
告知チラシを送る。

合計 22,000 円
計 448,000 円

フェローシップ・親睦委員会
・同好会のサポート・奨励金の支給
創
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