会長 神田 憲雄
幹事 吉田 宏一

大功自動車興業

神田

憲雄

国 際 ロ ー タ リ ー 会 長 Ray Klinginsmith
第２７９０地区ガバナー 織 田
吉 郎
第３分区Ａガバナー補佐 宇 佐 見
透

リュウ

劉

ウェイ

頴

様

吉田

宏一

幹事

会長

皆さんこんばんは！
それでは幹事報告をさせていただきます。
本日は５点ございます。
こんばんは、東北地方震災被災地の復興復旧はま
だまだ時間が掛かりそうです。引き続き応援をした
いと思いますので義捐金のほうも宜しくお願いし
ます。先週の日曜日、高柳ＰＰ桜木観光さん主催の
被災地復興支援チャリティーバスツアーに参加し
てきました。３月１１日の大震災以来自粛ムードで
気分的に暗くなりがちでしたが大変良い気分転換
が出来ました。参加してよかったです。有難うござ
いました。今後もチャリティー頑張って下さい。
昨日の地区協議会お疲れさまでした。後ほど各委
員会委員長には報告して頂きますので宜しくお願
いします。

◆ 地区インターアクト委員会より募金活動の案
内が来ております。５月２日午後３時から、そ
ごう千葉店並びにＪＲ千葉駅周辺の道路で募
金を行います。応援できる方はご参加ください。

◆ 今度、ＲＩの定款が変更されたことに伴い、当
クラブの細則も７月１日から変更いたします。
全会員に変更箇所についてご郵送いたします。
異議申し立ては１０日間となっておりますの
で宜しくお願い致します。

◆ ５月１６日に４年間懸案となっておりました
「新入会員歓迎会」を行います。詳細は後日ご
連絡いたします。時間を空けておいてください。

◆ 何度もご案内しておりますが、５月２１日午後
４時点鐘で「市川シビックＲＣ２０周年記念式
典」があります。一人でも多くの方のご出席を
何卒よろしくお願い申し上げます。

◆ 千葉幕張ＲＣ主催のアートフレンズ展が、５月
２４日から２７日まで開催されます。是非、千
葉市美術館へ足をお運びください。
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織田ガバナーが地区のクラブの総括表のような
ものを作成しました。その中で千葉東ＲＣはどのよ
うになっているかというと、組織のところでは新し
いクラブ誕生にもまれた歴史がある。と言う風にな
っています。他のクラブもそれぞれ評価されており
ます。地区の話では 10 年前会員が 3,790 名いまし
た。現在は 2,789 名で 26％減になっております。
平均年齢においても 10 年前は 58.6 歳、現在 61.5
歳。東ＲＣでもほぼ同じような感じです。東ＲＣで
一番务っているのは 72.6％という出席率の悪さで

台湾高雄市五福ＲＣの会長交代式の日程が決ま
りました。交代式は６月１５日(水)17：00 より國
賓大飯店で行われます。こちらからの訪問は 14 日
に台北に入り一泊、翌日新幹線で高雄市へ、交代式
に参加後國賓大飯店泊、16 日は午前中新幹線にて
台北、台北より帰国の予定です。東日本大震災のお

す。地区全体の平均では 84.1％です。あと、会費
の件ですが、千葉県の北西部地区は入会金、会費が
高いと言うことらしいです。
それからガバナー公式訪問が 9 月 5 日にあります。
皆さんも日程に入れておいてください。

☆加藤次年度幹事

見舞いのお礼もありますのでできるだけ都合を付
けて参加してください。前述の日程で行かれる方は
5 月 11 日までに事務局までお申し込みください。
また、単独で行かれる方は事務局まで一報ください。

２０１１-１２年度地区協議会が４月２４日開催さ
れました。次年度の関係者の方が出席いたしました
のでその報告です。

☆宍倉会長エレクト
会長部会の内容は先日のＰＥＴＳとほぼ同じよ
うな内容でした。その補足内容をご紹介します。

内容的には諸届けに関する注意事頄が多かった
のですが、その中でＲＩ関係への届出がＷＥＢでの
書式になったのが注目されます。これからはだんだ
んそうなると思いますが、パソコンのできない人は

幹事も事務局もできないということかな？と感じ
ました。

☆初山次年度クラブ管理運営委員長

を理解することが基本的な課題であると思い、次年
度のクラブ研修委員会は山田次期ガバナーが掲げ
ておられる「五大奉仕部門への理解と実践」「会員
私が出席したのはクラブ奉仕部会と言うところ
です。会員増強、広報・ＩＴ、クラブ研修の三つの
小委員会でしたが、クラブ研修についてはこの後吉
田(宏)さんから発表があります。
ほとんどの話が、今、会員が減っていると言うこ
とで会員増強の話が中心でした。次年度は各クラブ
10％を目標にして欲しいとの事でした。当クラブは
30 名なので 3 人くらいは何とかなるのではないか
と思います。地区では今期具体的に 191 名を目標に
しているそうです。2 月末現在 145 名入会ですから
あと 46 名 6 月末までに入会させれば良いというこ
とですが、今までに 117 名退会しているそうで 6
月末での退会者を想定するとぎりぎり現状維持と
いうことなのかもしれません。それと同時に大事な
のが退会防止です。クラブ全体で新入会員を大事に
して指導していかなければなりません。増強と退会
防止これを同時に力を合わせて進行させてゆくこ
とが、各クラブを繁栄させてゆくことです。そのよ
うなことが真剣に討議されていました。
それとＩＴに関してですがＥメールやホームペ
ージをもっと活用してもらいたいとの事です。
7 月 23 日に増強と広報・ＩＴセミナーを合同で開
催しますので是非参加してください。

☆吉田次年度クラブ研修委員長
ロータリーを理解し、ロータリアンとして活動す
るためには皆様のクラブ会員の一人ひとりが自発
的に、自覚を持った話し合いをし、真にロータリー

研修の充実」
「クラブ例会の充実」が図られるよう、
以下の活動を行います。
①正確なロー夕リ一情報を迅速にクラブへ伝える。
(1）ガバナー事務所ＨＰの活用。
(2)各分区の情報研究会への協力（ガバナー補佐
との協議が必要）。
(3)各クラブからの卓話等の要請に対応する。
(4)皆様のクラブの「知る→考える→行動する→
評価する」への支援
②各クラブに「クラブ研修委員会」の設置を奨励す
る。（2010 年規定審議会）
③皆様のクラブリーダーの研修の機会を提供する。
（1） 当委員会主催の学習会の実施
12 月 10 日（土）13：00～14：30
（2〉
第 2750 地区の R.L.I.等の研修機会を紹介。
ロータリー・リーダーシッフ°研究会
ROTARY LEADERSHIP INSTIYUTE
④会長賞やチェンジメーカー賞へのチャレンジを
奨励する。
⑤地区クラブ奉仕委員会セミナー（会員増強、広
報・ＩＴ）への参加(７月２３日)奨励
（一口メモ）知ればもっと楽しくなる。
今年は、The Rotarian 創刊 100 年。日本最初の国
際大会開催から 50 年。来年の国際大会はバンコク
（タイ）で、5 月 6～9 日（久しぶりにアジアで開
催です）
ロータリージャパン：http：www.rotary.or.jp/
ここから RI のホームページヘも入れます

☆原田次年度職業奉仕委員長

ですが会員に対して、職業奉仕の考え方の理解を進
めることや、個人の自己研鑽を啓蒙したり、あるい
は勉強会を開催して一層の会員の質の向上の一端
を担うなどの活動も含まれると思います。
個々の会員は、ロータリーの綱領を受託したからこ
そ、ロータリアンになれたのです。「有益な事業の
基礎として、奉仕の理想を鼓吹し、これを育成し、
職務の道徳的水準を高め、有用な業務を尊重し、業
務を通じて社会に奉仕をするために品格の向上を
諮る」そのことに務め、励むことは当然の義務と言
えるのです。

「いまこそロータリーの職業奉仕」
ロータリーの職業奉仕は、会員個々が自分の職業の
質を高めること、道徳心を高揚すること、これを自
分の職業に反映させることが基本です。その結果、
自分自身の事業に自信と誇りを持ち、事業を継続的
に繁栄させることに繋がります。
RI 元会長の、ガイ・ガイデェッカー氏も「奉仕の実
践を行わんとするものは、先ず自分が受益者でなけ
ればならない。」と述べています。自分のために動く
のが人間であるという認識に立った奉仕のあり方が
職業奉仕なのです。
各自の職業を繁栄させる最良の秘訣は、職業奉仕の

言葉を連ねるよりも、ロータリーに入会を許された
のは、職業奉仕の言葉は知らなくても、常日頃から
職業奉仕の実践をしていたからこそなのですから、
我々はロータリーの活動の中で、それを確信しさら
に社会に広めることこそロータリアンとしての活
動なのではないでしょうか。
東日本大震災からの復興の時、義捐金の寄付はもち
ろん必要でしょうが、それにもまして、日本社会が
より健全で公正な経済活動を今まで以上に推進す
ることも大事な支援活動になります。いまこそ職業
奉仕と感じるのは私だけではないのではないでし
ょうか。

By 始平堂玄昌 職業奉仕委員長

実践にあるとも言えるのではないでしょうか。この
精神を自分の職場、同業者、異業者まで拡大発展さ
せること、即ちこの職業奉仕の考え方を社会に広め
て行くことが、ロータリーの綱領に言直われている
奉仕の理想を鼓吹、育成するという部分と連携して
いると考えられます。
このように、職業奉仕の実践はあくまで個人が主体
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でしょうか。会員個人の職業の質を高めることや、
道徳心を高揚させることなどは、とてもできること
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先日成田ＲＣの５０周年式典に家族
同伴で行ってきました。
大変盛大な式典でした。
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４月から郷土ふるさと会の会長に就
任する事になりました。
計
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ではないでしょう。ですから、職業奉仕委員会の任
ことにあると思われます。また、間接的ではあるの
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となります。
では、クラブにおける職業奉仕委員会の任務はなん
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