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

2012.8.27

田中 作次
得居
仁
平山 勝己

けを問題とするべきではありまでん。会員数を増
やすためだけに新会員を入れても、ロータリーは
強くなりません。ただ入会できる人ではなく、ロ

会

長

挨

拶

ータリアンとなれる人を入会させてはじめて、ロ
ータリーは強くなれるのです。

山本

成人 会長

会員増強委員会、会員選考委員会のメンバーには
得居ガバナーの方針を頭にいれて、今年度進めて
欲しいと思います。宜しくお願いします。
現在のところ
飯田会員、高山ＰＰのご紹介の 洪 春花会員
小川会員 池田ＰＰのご紹介の 武田 孝義（タ
カヨシ）会員
鳴海会員、高山ＰＰのご紹介の 市原 親一

みなさん今晩は！

の３名が今年度に入って入会されました。

先日の納涼例会お疲れ様でした。又、主催した親
睦委員会のみなさまご苦労様でした。

新 入 会 員 入 会 式

納涼例会の会長挨拶で、１２月のロータリー特別
月間である家族月間の話しをしました。が、実際
には８月は、会員増強・拡大月間です。
本日は、当月のロータリー特別月間である、会員
増強・拡大の話をさせて頂きます。
ＰＥＴＳの報告時に少し触れましたが、前年度、
山田ガバナーは各クラブ１０％の会員増強でした

市原

親一

会員

市原建興㈲ 代表取締役
紹介者 鳴海 寿裕 会員

髙山 正孝 会員

職業分類 部類 建設業 分類 土木工事

紹介者の鳴海会員より

が、今年度、得居ガバナーは、純増１名の実現を
目標に掲げました。本年度退会がなければ、既に、
今年度３名の新入会員が入り、純増１名はクリア
しました。
目標的には、緩くなったと見えますが、その背景
として得居ガバナーはこう話されています。
会員増強は、これまで常にロータリーで話題に上
がっています。ロータリーが大きければ大きいほ
ど、強くなることは確かです。しかし、会員数だ

学校は違いますが、私と同級生で、１０数年前に

仕事の関係で同じ元請けさんの下請会で知り合い

3.

ました。仕事はお父さんから受け継いだ土木関係
の仕事です。スポーツ万能で、今年の初め私の友

Jazz Meeting in 10/6

京成Ｈミラマーレ
4.

人の結婚式で久しぶりで再開し、ロータリーに興
味があるという事で入会を勧めたところ、今日に

新千葉ＲＣ

至りました。

お知らせ

千葉幕張 RC25 周年記念例会 10/23（火）
17：00

5.

19：00

アパ H&リゾート東京ベイお知らせ

地区大会 10/21（日）森のホール２１
9：45 点鐘 第 955 回例会振替 のお知らせ

理

事

会

報

告

山本会長
８月６日に行われました第２回定例理事役員会
のご報告をいたします。
協議事項


１０月月間プログラム(協議続行）
１週目

職業奉仕月間に因んだフォラーム
を開催します。担当は職業奉仕委員
長の武田委員長です。

２週目 体育の日の為休会
３週目 卓話ゲストで佐藤会員より紹介の
方を考えています。
４週目 地区大会の振替えで１０月２１日
になります。森のホール２１で点鐘

市原新会員より

９：４５です。

市原親一です。まだこのようなところは初めてで

５週目 第一回の炉辺会議を実施します。

分からないところがたくさんありますが、よろし
くお願いいたします。

幹

事

報

告

場所等の詳細は引き続き協議します。


納涼例会最終企画案（審議で可決）



第３分区 A 情報研究会の件（協議続行）
クラブ研修委員長の加藤委員長より報告があ

吉田

朋令 幹事

ります。


新入会員承認の件洪春花・市原親一両名（審
議で可決）
。会員承認へ



受入交換留学生費用の件 （審議で可決）
交換留学生委員会の高山委員長から経費（案）
がでてきました。
新規の通帳を作り１００万を入金して高山委
員長にあずけることになりました。
高山委員長に毎月、出納長を出してもらいます。

1.

ワンダラーゴルフ 9/9

2.

Ｒ情報研究会 9/28（金）14：00 点鐘
テーマ

職業奉仕に生きること、話し合い、

語り合おう



Ｒ財団寄付の件 （審議で可決）
宍倉委員長より提案があり。米山、ＷＣＳの
他にＲ財団への募金箱を回す提案があり、年
間１００ドルを目標にすることになりました。

第二週にＢＯＸを回します。
審議事項

お客様

１７名



９月プログラム→決定（メール BOX 配布）

御家族様

１６名

１週目 地区セミナー報告その２

会員

２５名

２週目 新入会員卓話(武田(孝)会員)

オークション出品者

２９名

３週目 敬老の日の為休会

落札者

１９名

４週目 定款により休会

オークション総金額

￥１７９，３００円

今までに無い高金額に驚いています！

委

員

会

皆様のご理解とご協力大変有難うございました。

報 告

地 区 セ ミ ナ ー 報 告
青少年交換留学生委員会

髙山

委員長

８月２３日に長期交換留学生が来日しました。

宍倉

壽夫

Ｒ財団委員長

成田空港まで、宍倉直前会長ご夫妻、ホストファ
ミリーの坂本さんご夫妻と私と娘（通訳）にて迎
えに行ってまいりました。

去る、８月４日に京葉銀行文化プラザで開催さ
れた「国際ロータリー第２７９０地区国際奉仕・
ロータリー財団合同セミナー」に出席しましたの
で、その報告をいたします。
今回のセミナーの主眼はロータリー財団の話で
した。今年の委員会活動方針でも一部ふれました

親睦委員会

田中

委員長

が、２０１３年度からＲＩは「未来の夢計画」
（Ｆ
ｕｔｕｒｅ

Ｖｉｓｉｏｎ

Ｐｌａｎ）を全世界

で実施することとしています。なぜ、ロータリー
の歴史が１００年近くにも及んでいるのに新たな
仕組みを作る必要があるのかという説明があり、
変更された内容の説明が主眼でありました。
その前にロータリー財団は何をしているのかと
いうことについておさらいをしてみたいと思いま
す。始まりは１９１７年に基金として発足し、１
8 月 18 日に開催された親睦活動委員会の大きな事

９２８年に国際ロータリー財団という名称がつき

業である納涼家族例会が、皆さんのご協力を頂き

ました。さらに、１９８３年にアメリカのイリノ

大成功を収めました事、御礼申し上げます。

イ州の法律により非営利団体となりました。財団

自分的には、ロータリアンとしての経験も少なく

の使命は、ロータリアンが、健康状態を改善し、

不慣れで行き届かない場面が非常に多かったので

教育への支援を高め、貧困を救済することを通じ

すが、非常に楽しい一日を過ごさせて頂きました。

て、世界理解、親善、平和を達成するようにする

参加人数とオークション金額を報告いたします。

ことであると「ロータリー財団章典」に記されて

います。

に こ に こ B O X
X

今回の改正は「従来のプログラムが時代の推移
とともに陳腐化し、魅力を失ってきた」と財団が
判断したとのことです。特に、当クラブでも五福

観光バスの監査が本日ありました。

ロータリーが来年３月に行おうとしている社会奉

予告なしで丸一日かかりました。大変

仕活動で関心をもっている「マッチング・グラン

つかれました。

ト」がＲＩ財団事務局の事務を圧迫しているとい
う背景が主のようでした。

高柳 会員

このため、マッチング・グラントについては「グ

新入会員市原様

ローバル補助金」という名称をつけて、６つの重

よろしくお願いし

ます。

点分野に補助金をＷＦとＤＤＦで半分づつ負担す
ることとし、その決定権をＲＩ財団に持たせるこ
ととしています。このようなことから、ＲＩ財団

池田 会員

の関与すなわち決定権が地区への配分の４分３に

交通事故を起こし、生きているのが

及ぶこととなります。従来の地区財団活動資金は

不思議な感じです。命拾いをしまし

新地区補助金として半分になります。このことは、

た。・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

クラブの活動として否が応でもグローバルな視点
を持って国際財団や地区財団の活動資金の活用を
考える必要を訴えかけています。当地区では、寄

佐藤 会員
市原さん入会おめでとうございます。

付金の半分に及ぶグローバル補助金が現在のマッ

宜しくお願いします。

チング・グラントに近いというにもかかわらず、
全くこの分野での活動をしてこなかったことから、
スタート時点でハンディを背負っているという状
況にあるといえます。

小川 会員
納涼例会ではお世話になりました。

また、新たにスタートするグローバル補助金奨
学金は金額も大きく大学院レベルの学生が対象で
あり、地区でも２人の奨学生を出したいとのこと
です。会員皆様に関心を持っていただきたいと思
います。

田中 会員
・・・・・・・・

あなたも１００ドルをという寄付をお願いする
立場の者として、各委員会でクラブとして何か事
業を行おうとする場合には国際的なことを視野に
入れつつ、補助金の活用について少しでも関心を
持ってください。財団委員会としては、ただ寄付

武田（孝）会員

計 １５，０００円

をするだけでなく、その寄付が生きるような活動

累計

をしていきたいと思います。
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