会長
幹事

山本
吉田

国際ロータリー会長
第２７９０地区ガバナー
第３分区Ａガバナー補佐

成人
朋令

田中 作次
得居
仁
平山 勝己

から当クラブと違っていました受付から進行まで、

2012.7.9

風格がありました。非常に勉強になりました。
子クラブの千葉北ＲＣさんは、規模的にもまだ、

本日のお客様

小さいこともあり当クラブとさほど変わらない運
営方法でした。しかし、千葉東の土台を築いた重

千葉ロータリークラブ
会長エレクト

櫻木

副幹事

櫻井

会
山本

長

挨

英一郎 様
守

様

拶

成人 会長

鎮たちがおり重みがありました。
千葉で一番長い歴史を持つ千葉ＲＣさんの例会
にはまだ参加させて頂いてないので近いうちに参
加させて頂きたいと思います。また、新しい発見
ができるのではないかと思っています。
もし、ロータリーを知ろうと思ったら自分のクラ
ブの歴史から歴史探索をしてみれば、自然にＲＩ
の歴史が解るのではないかとも思いました。
ロータリーにはメーキャップというものがあり
ます。今年から、合同例会が無くなったので、動
かなければ他クラブに触れる機会が無くなりまし
た。ぜひ、メーキャップを利用して、歴史ある千
葉ＲＣ、親である千葉西ＲＣ、子である千葉北Ｒ

みなさん今晩は！
先週、宍倉直前会長、加藤直前幹事、こういち会
長エレクト、とものり幹事と挨拶がてら初例会周
りしてきました。お疲れ様でした。
自分は、８年間ＲＣにいて先週、初めて他クラブ
の例会に参加してきました。その時に感じとこと
をここで報告させて頂きます。
活動計画書、ＨＰに「千葉東ＲＣ資料」というペ
ージがあります。新しい会員の皆様で見てない方
は、ぜひ見てください。内容としては、千葉東Ｒ
Ｃの歴史が書かれています。
今回、歴史を資料からではなく、生で感じるとい
う素晴らしい経験をしてきました。
親クラブの千葉西ＲＣさんは例会場に行った時

Ｃの３クラブだけでも参加して貰いたいと思いま
す。自分のクラブを見直す機会にもなると思いま
す。

お 客 様 挨 拶
千葉ロータリークラブ
会長エレクト

櫻木

英一郎

様

千葉 RC 会長エレクトの櫻木英一郎です。山本新
体制スタートおめでとうございます。
先週の月曜日の第 1 例会に分区の他クラブから
大挙訪問を受けまして、その翌日から会長とエレ
クトで手分けをしてお礼の訪問しております。貴
クラブも私どもと同じ月曜日例会という事で最後
になってしまいました。千葉と東の関係を調べま
したところ千葉クラブのひ孫に当たるということ
が分かりました。しかし、生まれてしまえばロー
タリークラブというものは地域でそれぞれの活動
をしている訳ですからそれぞれのクラブの発展を
目指す訳です。先程会長さんからの話にもあった
ように是非千葉クラブにもおいでいただきたいと
思います。私も東クラブには初めて参りました。
クラブにはそれぞれの運営がありましてお互いに
参考になるのではないかと思います。今後ともよ

武田新会員より

ろしくお願いいたします。

新 入 会 員 入 会 式
武田

孝義 会員

㈱水野設計

後、山形から出てきまして、水野設計に入社して
４０年になります。昨年から会社を預かる事にな

代表取締役

紹介者 小川 寿恵 会員

今、小川さんから紹介のとおりです。高校を卒業

りました大変な時代ですが、仕事も、ロータリー
池田 銀藏 会員

職業分類 部類 技術サービス 分類 設計技術

も頑張って行きたいと思いますのでよろしくお願
いいたします。

紹介者の小川会員より

幹
吉田

朋令

事

報

告

幹事

武田さんとは１０数年の知り合いで、当店のお客
様でもあります。水野設計を支えて４０年、昨年
社長に就任されました。
「ふれあい会」という絵の

１．ベイサイドジャズ協賛金（２万円）の報告

会の主催者でもあります。

２．地区大会記念ゴルフ大会の案内。

ただ、困ったところは仕事が忙しいのと、お酒が
好きなところです。今後とも皆さんよろしくお願
いいたします。

９月２４日

鷹の台カントリー

３．地区クラブ職業奉仕委員長セミナーの案内
８月７日

加藤委員長

４．千葉西クラブ納涼例会の案内
８月４日 東天紅
５．山本会長お祝いの会案内及び出欠の確認

７月２５日 ニューオータニ幕張
６．当クラブ納涼例会の案内及び出欠の確認
８月１８日

決

算

報

告

宍倉直前会長
お知らせその１
８月１８日（土）ホテルニューオータニ幕張 シ
ェルハウスに於いて納涼家族例会が行われます。
当日はオークションを行いますので、参加者は何
か一品以上品物をお持ちください。
尚、当日は１８：００開始ですのでお間違えのな
いようお願いします。会費は会員については徴収
７月２日の例会後、決算理事会が開かれ皆さんに
お配りしてとおりに承認されたことをご報告いた
します。（内容略）

済、大人１万円、小学生５千円、未就学児は無料

お知らせその２
９月９日（日）に親睦ゴルフのワンダラー会を行
います。場所は真名 CC ゲーリープレーヤーコース

理

事 会

報

ちょっと早いですが、スタートは７：３５です。

告

３組１２人予約しております。

山本会長
７月２日に行われました第１回定例理事役員会

山本

のご報告をいたします。
報告事項


各種地区セミナーの開催予定が報告され各委
員長へ伝達



新年度会長・幹事方針
成人

会長

「ＣＬＰ３年目を迎えて」
２０１２～１３年度会長に選任頂き有難うござ

納涼家族例会 ８月１８日開催

います。もとより、その器でないことは十分承知

協議事項

いたしております。



年間プログラムの件

が、お引き受けしたからには、微力ながらも全力



９月月間プログラム

を尽くす所存でございます。



高雄五福ＲＣ２０周年事業の件 継続協議



交換留学生への対応の件

当クラブは２００９年度にＣＬＰを検討、勉強し
て、２０１０年度の創立２０年を迎える年にＣＬ

審議事項

Ｐを導入いたしました。



８月プログラム→決定（メール BOX 配布）



交換留学生対応委員会を設置→委員長に髙山

ます。当クラブは、今年度で３年目にあたります。

PP、副委員長に宍倉直前会長

ＣＬＰの目的は「クラブを更に発展させて行くた

まず、ＣＬＰは３，５年の計画で実施するとあり

めのものです」ロータリーの戦略計画の優先項目

委

員

親睦委員会

会
田中

の中にも、
「クラブのサポートと強化」がうたわれ

報 告
仁一

ています。

委員長

本年度は、クラブ活動が後退または間違った方向
に進んでいないかを見直し、発展させる一年とし

て、皆さんのご協力を得て活動をしていきたいと

に こ に こ
X

考えています。宜しくお願いいたします。
今年度、日本人として 30 年ぶり 3 人目の田中作
次ＲＩ会長のテーマは、
「奉仕を通じて平和を」で

B O X

千葉ロータリークラブ

す。ＲＩ会長のテーマに沿った、奉仕活動を中心

先日はおいでいただきありがとございました。

としたクラブ活動も併せて考えていきたいと思い

山本新体制のスタートおめでとうございます。

ます。

洪 春花 様

［２０１２年度～２０１３年度 会長活動方針］

６月２３日日本に戻ってきました。６年ぶりのふる

（１）継続事業の見直し

さとに帰ったら家が探せないくらい変わってい

・奉仕活動の見直し・実施

まして、びっくりしました。また、よろしくお願い

-ＪＲ千葉駅前花壇の維持管理

します。

-駅前清掃

神田 会員

・社会奉仕活動の見直し・実施

山本会長、吉田幹事、一年宜しくお願いします。
飯田 会員 ・・・・・・・・・・・

-恩寵園さんとの交流
（２）クラブの強化

辻

会員

・炉辺会議でのロータリー教育(年５回以上）
・プログラム強調月間に卓話等で週例プログ

山本会長、吉田幹事１年間宜しくお願いします。
吉田（朋）会員

ラムを行う

今年１年間宜しくお願い申し上げます。
佐藤 会員 ・・・・・・・・・・・

（３）会員親睦の強化
・スポーツ等を通して親睦を図る

小川 会員

（４）職業奉仕活動の実施

武田さん、入会おめでとう御座居ます。

・日帰り移動例会等を行う

鳴海 会員

（５）国際奉仕活動の実施

先週のお誕生日のお祝いありがとうございま

・台湾五福ＲＣと韓国ナムソルＲＣとの交流
・台湾五福ＲＣの２０周年記念式典対応

吉田

す。１年間がんばります。
武田（孝）会員

朋令 幹事

はじめまして宜しくお願い致します。

2012 年～2013 年幹事指針と抱負

計 ５６，０００円

皆さん、こんばんわ。
今年度幹事を務めさせていただきます、吉田朋令

累計

です。

１８３，０００円

今ほど山本会長が述べられました指針及び抱負
を具現化、実現できますように、一生懸命に頑張
りたいと思いますので、皆様のご指導、ご協力よ
ろしくお願い申し上げます。
とにかく１年間明るく楽しくやっていきたいと
思います。
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