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まく行われていなかったためなのか、当クラブと

2013.4.1

五福の締結がされましたが、ナムソルとの締結は
なく、今後に課題が残されたようです。
記念行事で印象的だったのは、クラブの２０周年
記念の社会奉仕活動に分区全体の支援があったこ
とでした。これは、感謝状の伝達が、分区内の各
クラブにそれぞれ渡されたことで分かったのです
が、分区の結束力を見せつけられた思いでした。
開花がはやいため、桜の花も満開を過ぎて散り始

佐藤

本日のお客様
第３分区Ａガバナー補佐
（千葉若潮ＲＣ）
会

長

めてきましたが、今日から新年度が始まりました。

会員

挨

新入社員を迎えて先輩も少し緊張しているだろう

平山

勝己

様

一転という気持ちになられたのではないのではな
いでしょうか。

拶

山本 成人 会長お休みの為

宍倉

し、皆さんも今日から年度が改まったことで心機

壽夫 直前会長

さて、月初なので、山本会長の例に倣って月間の
話をします。４月は雑誌月間です。
ロータリーの友は地域雑誌として１９８０年の
７月号からＲＩに地域雑誌として承認されたとの
ことです。この雑誌は左側横組みのＲＩ指定記事
で右側が国内のロータリーに関する記事となって
います。
ところで、この雑誌については当クラブの定款第
１４条「ロータリーの雑誌」として独立した１条
があります。このなかで会員は地域的なロータリ
ー雑誌を購読しなければならないとしています。

山本会長から熱があるため欠席するとの連絡が
ありましたので、私が挨拶することになりました。
先月の２２日に台湾五福ＲＣの２０周年記念式
典に行かれた方は大変ご苦労さまでした。韓国の
ナムソルＲＣのメンバーも出席してきましたが、
ナムソルのメンバーは大半が入れ換わっていまし
た。姉妹クラブの締結については事前の連絡がう

この地域的な雑誌が「ロータリーの友」として認
められているわけです。また、購読料は前払いで
あると規定されています。ＲＩの情報はインター
ネットからとるのが最も早いのですが、是非、有
料でもあるロータリーの友を熟読していただきた
いと思います。ところで１冊というか１か月いく
らだと思いますか。クラブ活動計画の予算書に数
字がありますので、調べてみてください。

幹
吉田

事

報

告

朋令 幹事

鳴海会員にマルチプルポールハリスフェローの襟
章がロータリー財団より届きました。



流山ＲＣから創立５０周年記念式典および祝
賀会案内が来ております。５月１２日（日）
１３：３０よりマリベール柏で開催されます。
詳しくは事務局までお問い合わせください。



今月１５日に行われます、市川シビックとの
合同例会多くのご出席よろしくお願いします。

３

月

の

お

祝

い

委

員

会

報

告

社会奉仕・新世代委員会

加藤委員長

誕 生 日 祝 い

４月４日の恩寵園とのバスハイクが近づきまし
た。当日参加でも結構ですので時間のある方は是
非参加してください。ニューオータニ８：１５出
発。帰りは１７：００ごろです。

プログラム委員会
佐藤会員

辻

委員長

飯田会員

お知らせ
高柳会員に２０１３－１４年度ガバナーより地区
クラブ奉仕委員会増強委員会委員の仮委嘱状が届
きました。

４月のプログラムをお知らせします。

９７３回 ４月 １日：PETS 報告

れが語源になっているそうです。

９７４回 ４月 ８日：会員卓話 鳴海会員

≪中略≫

９７５回 ４月１５日：市川シビックと合同例会

かの、寺内大吉さんが宗教も『塩』だと言ってい

９７６回 ４月２２日：炉辺会議『五花里』にて

ます。
「人生を豊かにするが、主食と間違えたらと

以上です。

んでもないことになる」と言う事です。同じよう

交 換 留 学 生 挨 拶
交換留学生

Evan・C・Hudson 君

に道楽も『塩』である。
そう考えてみるとロータリーも『塩』かもしれま
せん。今日は「人生に一握りの塩を」という題で
話させていただきました。

Ｐ Ｅ Ｔ Ｓ 報 告
吉田宏一会長エレクト

昨年８月２３日に来日した交換留学生 Evan・C・
Hudson 君が５月３日に帰国します。ちょっと早い
ですが、今日はその挨拶に来ました。日本語も大
変上手になり、思い出を語り、お礼としました。

ガバ ナ ー 補 佐 挨 拶
国際ロータリー第２７９０地区第３分区Ａ

ガバナー補佐

平山

勝己

様

皆さん、こんばんは。それではＰＥＴＳの報告を
させていただきます。
昨日（３月３１日）ここニューオータニ幕張にて
ＰＥＴＳ（会長エレクトの研修会）が開催されま
した。
次年度、ＲＩのテーマは、

ＥＮＧＡＧＥ ＲＯＴＡＲＹ
ＣＨＡＮＧＥ ＬＩＶＥＳ
「ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を」
であります。
直訳すると、和訳が変ですが、ＥＮＧＡＧＥには
今日は今年度最後の訪問で１年間のお礼に参り
ました。ＩＭにはたくさんの方がおいでになりあ
りがとうございました。会長・幹事さんには会長
幹事会等でお世話になりました。
最後の話といたしまして今日は『塩』の話をさせ
ていただきます。
月給の事をよくサラリーと言います。このサラリ
ーと言うのはラテン語で『塩』の事だそうです。
何故『塩』が月給かと言いますと、ローマ時代兵
隊に月給の代わりに『塩』を配ったそうです。そ

「実践する」という意味がこめられており、ＲＩ
会長のロン D.バートンの言わんとした事から、こ
のような和訳となったそうです。
ロンＤ．バートンは、米国オクラホマ州の弁護士
でオクラホマ大学財団会長を務めていました。米
国最高裁での弁護が認められている方です。彼か
らのメッセージはお手元の資料のとおりです。
資料の裏面をご覧下さい。
「ロータリーの綱領」が、「ロータリーの目的」
に変わります。和訳も現代文っぽくなりました。

また、理想が理念に変わっております。

ポリオの寄付金もお願いしたい。との事でした。

さて、２７９０地区の次年度ガバナーは、浦安Ｒ

米山記念奨学委員会・・・・１人１５０００円を

Ｃの関口徳雄弁護士であり、次次年度は幕張ＲＣ

必ずお願いしたい。１０月の米山月間にとらわれ

の宇佐見透氏であります。次年度の地区委員には、

ず、奨学生を例会に出席させて下さい。

我が第３分区Ａから多数のメンバーが選任され、

他にも、新世代奉仕委員会、広報公共イメージ委

千葉東からも、髙柳ＰＰが進出されます。クラブ

員会、フェローシップ委員会、地区研修委員会、

挙げて、髙柳ＰＰをご支援したいと存じます。

からお話をいただきました。

次年度ガバナーの方針と致しましては、親睦と職
業奉仕を中心に据えて、元気なクラブ作りを目指
したい、との事です。入りて学び、出て奉仕せよ、
とロータリーの基本に立ち、職業奉仕の実践によ

４月２９日には、地区協議会があります。
９月９日が、ガバナー公式訪問となります。欠席
のない様に、何卒宜しくお願い申し上げます。
ありがとうございました。

って、世界平和に貢献していく。共に学び、共に
喜び、共に頑張る、との事でした。

に こ に こ B O X
X

次に、各委員会の活動方針につきましは、
クラブ奉仕委員会・・・・２７９０地区の会員数
が、最盛期の約４０００人から２７６０人（２０

平山ガバナー補佐様より頂戴いたしました。

１２年１１月現在）に減少している。退会防止と

辻 会員

仲間の拡大に努める。具体的な数値目標は揚げな

五福ＲＣ２０周年旅行。事故、トラブルなく行って

いが、３０００人台回復に一歩でも近づきたい。

きました。ありがとうございました。

「会員増強４人組」を設置し、クラブ内で、チー
ムで競っていただきたい。との事でした。

千田会員
恩寵園に行くことができずに残念です。

職業奉仕委員会・・・・委員長は、千葉西の海寶
氏。２７９０地区を４分割して、セミナーか講演

ぜひ、楽しんで来て下さい。宜しくお願い致し
ます。

会を１１月までに実施する。１２月以降は、講演

飯田会員 ・・・・・・

会かフォーラムを実施する。登録料を計上してお

市原会員 ・・・・・・

いて欲しい。卓話の要請にはお応えできない。と

鳴海会員

の事でした。

素晴らしい高雄五福ロータリークラブ２０周年記

社会奉仕委員会・・・・全く社会奉仕活動をして
いないクラブがある。
「献血」でも良いから社会奉

念式典に参加できてよかったです。
佐藤会員

仕活動ゼロクラブを無くす。
「未来の夢計画」の地

４月は誕生月、お祝いありがとうございます。

区補助金を利用していく。との事でした。

台湾五福ロータリー２０周年に参加させていただ

国際奉仕委員会・・・・ＷＣＳとロータリー・ボ

き楽しかったです。

計３１，０００円

ランティアが廃止された。今後はＲＩとコラボし
て、「未来の夢計画」の補助金を使っていく。

累計

ロータリー財団委員会・・・・５月１５日までに

１，４５７，５５０円

「未来の夢計画」を立案してほしい。寄付金の目
標が１人１００ドルから、１５０ドルに変わった。
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