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山本ＰＰによる四つのテスト唱和

米山功労者マルチプル 感謝状 贈呈

最近時間の余裕が持てなくなってきています。本日の
この例会もぎりぎりやっと間に合いました。時間に余
裕を持たなければとは思っているのですが、なかなか
実行できないことが多くてなってきています。なんと
かしなくてはと思いながら出来ない歯がゆさを感じて
います。先々週の 7 月 23 日（土）の納涼家族例会で
ご家族の皆様と楽しいひとときが過ごせました。ご家
族のご理解をいただき家族の支援がいただけるように
なるとよりいっそうロータリー活動も楽しくなるので
はと思っています。まずは身近な家族にロータリーク
ラブのことを理解してもらえるようにすることが肝心
な事だと思います。12 月の忘年家族例会にも多くのご
家族が参加されますようよろしくお願いします。
8 月のロータリークラブの月間目標は「会員増強・
拡大」です。 本日は会員増強委員長の曽我 PP に会員
卓話をしていただきます。会員増強はクラブ運営上重
要な問題です。高齢になられた会員が退会して自然減
しますので、会員増強は、クラブを存続させる上で避け
られない問題です。会員の皆さんが取り組んでいくよ
うになれば良いと思われる課題です。本日の曽我 PP の
卓話を聞いて、クラブの問題として会員の皆様と取り
組んでいけるようになっていかなければと思っていま
す。

鳴海ＰＰ宍倉ＰＰおめでとうございます！

米山奨学金支給

今月のお祝い
誕生日お祝い
坂下会員
おめでとうございます。

米山奨学生

鄭

栄智さん

幹事報告 手塚幹事
222

りアクシデントがあり、その一因は私にもあり、、、
2 週間休会、2 週間は他クラブの方は訪問頂かない状
況でしたが、明日例会時江上会長、手塚幹事がお越し
いただけるとの事で、お待ちしておりますので、宜し
くお願い致します。
幕張ＲＣ本年度は 11 月 15 日に 35 周年記念例会を
開催すべく現在企画をしております。お招き出来るお
客様は限られた中で開催しなければなりませんが、皆
様にはご協力いただくこともあろうかと思いますの
で、宜しくお願い致します。

・コロナ感染が拡大しております、他クラブにお
いても例会中止等ありますので十分お気を付け
ください。
・8 月 22 日ガバナー補佐訪問となりますので多
くの会員参加でお迎えしましょう。
・納涼家族例会お疲れまでした。

お客様ご挨拶
222
曽我会員増強委員長
222

千葉幕張ロータリークラブ会長

尾形文貴様

千葉幕張ＲＣ35 代目会長の尾形です。
先程千葉東ＲＣに勧誘されたかと思いましたが、幕張
でございます。私は口下手、気弱、人見知り三拍子揃
った会長でございますが、宜しくお願い致します。幕
張ＲＣに入会し 10 年になり、35 周年もあり節目の
年の会長ということで、身の引き締まる思いです。7
月初例会はコロナ感染者の発生につき 7 月一杯は自
クラブのみの開催となり、8 月になりお邪魔すること
となりました。2790 地区の小倉ガバナースローガン
に基づき千葉から世界を変えていこうとのことで、長
中期計画実現に向けチャンとやろうと頑張っておりま
す。内容は奉仕と親睦の調和の取れたクラブ、会員相
互の輪を大切にするクラブ、5 年後 2790 地区で唯一
無二のクラブにする。3 つのお題の実現に向け奉仕活
動及び会員増強に取り組みます。
持論ですが、会員が楽しくなければロータリーライフ
ではないので、一年間楽しく活動していきたいと思い
ます。ありがとうございました。

千葉幕張ロータリークラブ幹事

卓話

放生知晃様

千葉幕張ＲＣ幹事の放生と申します。
宜しくお願い致します。幹事の挨拶はないと聞いてま
したのでしっかりとしたペーパーはありませんがご挨
拶させていただきます。幕張ＲＣは 7 月スタートよ

初めに
今の時代 ロシアのウクライナ侵略 コロナ
2025 年問題著名人ロータリアン宝田明、森繁久彌
二人の共通点満州からの引き上げ
敗戦時辛酸をなめて帰国
この苦労が平和を求める心となりロータリーにつ
ながる。
戦争の反対は平和ではない対話
永六輔「男は話さないから寿命が短い」ロータリー
は対話の機会を作る。
厚生労働省が隠した統計未亡人について。
男が恐怖の「ワシゾク」にならないため
2025 年問題 団塊の世代 75 才以上 800 万人
2030 年問題 団塊の世代 80 才以上
ロータリーの奉仕の理念
① 超我の奉仕 service above self
② 最もよく奉仕するもの、最も多く報いられる
③ 他社に対する思いやり
④ 自分にしてほしいことをなによりもまず他者に
与える

会員増強委員会の役割
クラブ会員の勧誘と退会防止の計画立案

ロータリアンにとって重要なこと
「ロータリーを楽しむ」

・次年度のクラブ会員増強目標を達成できるよう、委
員会の目標を立てる。
・会員を勧誘し維持することの重要性について、会員
を教育し、研修を行う。
・会員の職業分類が地域の現在の事業人口を反映した
ものとなるよう、職業分類・調査を行う。
・会員による積極的な参加を促すための会員増強行動
計画を立案する。行動計画の一環として、会員を対
象とした調査を行い、クラブが会員にとって重要か
つ魅力的であり続けるために、会員の意見を反映し
た変化を取り入れる。
・会員増強と会員維持の活動が効果的に行われるよう、
クラブの現状評価を行う。
・クラブ広報委員会と協力して、入会候補者と現会員
のどちらにも魅力的なクラブのイメージづくりを行
う。
・該当する場合、地区内で新しく結成されてクラブの
スポンサーとなるための行動計画を立案する。
ロータリー・クラブの会員基盤を築くプロセスには、
通常、次の段階が含まれます。

ロータリーを知る
ロータリーの歴史
1905 年ポールハリスによってつくられる
ポールハリスの生い立ち
1868 年 4 月 19 日、アメリカ・ウィスコンシン州ラシーンに生まれました。
（奇し
くも米山梅吉と同じ。死亡するのも同い年）
3 歳のときに、バーモント州ウォーリングフォードにある、父方の祖父母に引き取
られ､そこで、祖父母の豊かな愛情に包まれ育ちました。子ども時代はやんちゃだ
ったようですが、バーモント陸軍士官学校では、成績も素行も優等生。1886 年、
バーモント大学に入学しましたが、18 か月後、不祥事の濡れ衣(ぬれぎぬ)を着せ
られ、退学処分となります。何年も後になって、大学側は彼に非がなかったことを
認め、謝罪しました。その後、プリンストン大学ならびにアイオワ州立大学デイモ
ン校法学部も、卒業しました。
学業を終えた彼は、旅行によって見聞を広めようと決意し、5 年間、アメリカ国内だ
けでなく、イギリス、ベルギー、イタリアなどへ渡り、いろいろな職業に従事しました。
帰国した彼は、1896 年、シカゴに弁護士事務所を開設。仕事は順調に展開し始め、1905
年ころには、誠心誠意を尽くしてのビジネス関係を幾つか築き上げていましたが、周り
に個人的な真の友がいないことに気が付きました。そこで彼は、シカゴで当時多くみら
れた、人々が集うクラブ形式に倣い、多くの知友を求め友情を深めるために、1905 年 2
月 23 日の木曜日、3 人の友、石炭商シルベスター・シール（Silvester Schiele）
、鉱山技
師ガスターバス・ローア（Gustavus H. Loehr）
、洋服商ハイラム・ショーレー（Hiram
E. Shorey）とともに、初めての集いをもちました。

・入会候補者を探し出す。
・ロータリーを紹介する
・入会を勧める
・入会させる
・情報を提供する
・積極的な参加を促す
・継続的に教育する
オープン例会の活用

日本のロータリー
米山 梅吉（よねやま うめきち、慶応 4 年 2 月 4 日〈1868 年 2 月 26 日〉 - 昭和 21 年
〈1946 年）4 月 28 日〉は、明治から昭和時代前期の銀行家、貴族院勅選議員。旧三井
銀行の経営中枢に携わり、また、日本にロータリークラブを初めて設立した人物でもあ
る。
渡米 8 年この間シカゴ万博で日本品の説明 ポールハリスとはすれ違い

団体奉仕か個人奉仕か
ロータリーの目的奉仕の理念を
１．個人生活
２．事業・専門職
３．地域社会
４．国際社会
において奨励育成する。
ロータリーの目的の具体化
① 知り合いを広めることによって奉仕の機会とする。
② 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべ
て価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会と
してロータリアン各自の職業を高潔なものにする
こと
③ ロータリアン一人一人が個人としてまた事業及び
社会生活において日々奉仕の理念を実践すること
④ 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワ
ークを通じて国際理解親善平和を推進すること
四つのテスト
１，真実かどうか
２，みんなに公平化
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

創
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ニコニコ BOX
千葉幕張ロータリークラブ
江上会長、手塚幹事１年間頑張ってください。
山本会員
がんばって参加します。
田中会員
納涼家族例会では、お誕生日ケーキありがとうご
ざいました。
坂下会員
誕生日お祝いありがとうございます。
江上会長
千葉幕張 RC 尾形会長、放生幹事本日はご出席あ
りがとうございます。今年一年よろしくお願いし
ます。
手塚幹事
尾形会長、放生幹事本日はありがとうございまし
た。明日よろしくお願いします。
合計 24,000 円
累計 164,000 円
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