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例会報告 ＶＯＬ．５５ Ｎｏ． ２（Ｎｏ．2521） ７月１２日（水）晴れ （司会 大塚令昌委員長）
本例会での主な事項
◎会長挨拶
◎各委員会事業計画発表

入

会

式

軽部良一会員
軽部良一と申します。７月７日（金）に着任致しました。ロータ
リークラブへの入会は初めてです。早く慣れまして皆様と一緒
に活動してまいりたいと思います。宜しくお願い申し上げます。

ビ ジ タ ー
米山奨学生 バルガス メサ・シャナットさん
今年の夏は暑いので、気を付けてください。
誕 生 祝
≪ご夫人≫内村会員
地 区 表 彰

１００％アテンダンス出席賞３５年
北村 仁会員

２０１６－２０１７年度１００％出席表彰

ホームクラブ１００％出席
他１６名の皆様

斎藤広巳会員 石塚克己会員

諸 報 告
雑誌委員会 鈴木茂徳委員長
ロータリーの友７月号のご案内です。
Ｐ３ ロータリー委員会委員長による今年度の新たなる「友」編集目標
Ｐ７ ＲＩ会長メッセージ 「持続可能な奉仕の究極」
Ｐ２０～ ガバナーの横顔
Ｐ４２ よねやまだより 「財団設立５０周年を迎えて」
Ｐ７５ 私の一冊（新連載） 会員おすすめの本を紹介してます。
シリーズ「クラブを訪ねて」では、熊本りんどうロータリークラブが紹介されています。熊本地震の後、手探りで
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復興支援を行ってきた創立１０年の若きクラブの活動姿勢には刺激を受けました。是非ご覧になって頂きた
いと思います。
幹 事 報 告
倉持功典幹事
週報受理クラブ
なし
例会変更通知
なし
理事・役員会報告
１．納涼会の日程・・・・９月９日（土） 詳細については後日
２．ガバナー補佐理事・役員会オブザーバー出席について
３．８月の例会予定・・・８月１６日（水） 休会
８月３０日（水） 移動例会（納涼会）
・・・・・・・・・・・承認されました・・・・・・・・・・・
会 長 挨 拶

石塚克己会長
米山奨学生のバルガス・メサ・シャナットさん、ようこそお出でくださいました。
また先週より分区内クラブ訪問をされているガバナー補佐の青木清人さん、セ
クレタリーの前島さん、鈴木勝久さん、大澤さんはじめ、土日の地区研究会にご
出席されました二本松委員長、山野井委員長、そしてガバナー補佐として出席
されている青木清人さん、暑い中、遠方へ大変お疲れさまです。
本日はポールハリスの「人生修練」について話す予定でしたが、九州の豪雨
災害についてお話しておきたいことがあります。
先日、熊谷副会長との雑談の中で、九州北部豪雨による災害義援金の話題が上がりました。早速、水海道
クラブのホームページにはお見舞いの言葉を表示しました。
３年前の東北・関東豪雨では鬼怒川決壊による災害地域が、茨城県常総市ということで、またたく間に全国
のロータリークラブはじめ地区内から２８２０地区、水海道クラブに対してたくさんの義援金が寄せられました。
今回は福岡、大分、熊本３県広範囲に及んでいます。現在インターネットで「九州北部豪雨災害義援金」と
検索しますと、既に多くの企業や団体の受付窓口が開設されています。
多くの義援金を提供された当クラブとしても、ロータリークラブとしての受付窓口が気になるところです。早
速、保延ガバナー事務所及び大分・熊本２７２０地区事務所に問い合わせしました。
①２８２０地区からは「今後、ガバナー諮問委員会で対応を協議する」
②２７２０地区からは「今回の災害は広範囲になっており、今なお、災害救出活動が展開されており、地区や
その地域のロータリークラブもかなりの混乱を余儀なくされている。何れ義援金も全国にお願いすることにな
る。その節にはぜひ協力願いたい」という回答を頂きました。
ちなみに災害が集中している朝倉市には甘木（あまぎ）ロータリークラブ６２名、日田市には日田ロータリー
クラブ５９名、日田中央ロータリークラブ３３名があるようです。
今朝の読売新聞でも深刻な状況が掲載されております。
今後、地区事務所を含めて義援金窓口が判明した折にはクラブとしての対応を協議しますこと、お含みお
きください。
今週来週と委員会事業計画発表になりますが、委員長さんにおかれましてはどうぞ宜しくお願い申し上げ、
会長挨拶とします。
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２０１７－２０１８年度 委員会事業計画
職業奉仕委員会 山野井周一委員長
あらゆる職業に携わる中で奉仕の理念を実践していくという目的を持ち、理念に
従って事業を行い、クラブが開発したプロジェクトによって応えると手続要覧にあり
ます。
１． 優良事業所の見学
２． 卓話の実施（職業月間 １月）
上記の事業により、会員各位の理解、周知を図る。
会員組織委員会

染谷秀雄委員長
会員組織委員会は会員増強、広報、ロータリー情報委員会で構成されていま
す。本年度はガバナーメッセージ及び会長方針をもとに、各委員会との情報交換
や意見の交換を行い、魅力あるロータリー運営に努めます。
１．会員増強と退会防止
２．ロータリー活動を地域社会へ PR し、ロータリーへの理解を深める。
３．各委員会との情報交換、意見交換を行い、円滑なクラブ運営を目指す
４．マイロータリーのアカウント登録を促す
以上を本年度の事業計画とし、会長を補佐しながら魅力あるクラブ運営の実現のため事業を推進していく所
存です。
会員増強委員会

松坂興一委員長
当委員会の責務は、新会員の増強と会員の退会防止、此の二点にあろうかと思い
ます。その為には、会員が一丸となって、会員の勧誘・維持に努める必要がありま
す。委員会の目標と致しまして
1.新入会員純増２名と、会員数最低５５名を維持すること。
2.各委員会と協力して、情報の共有化を図り、会員相互間の親密な友情を育む
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と共に、魅力あるクラブ作りに努め退会防止の一助としたい。
クラブ管理運営委員会

親睦活動委員会

熊谷 昇委員長
出席・親睦・プログラム・ＳＡＡの４つの委員会で構成されております。
会長・幹事の方針に従い、クラブ例会運営にあたっていきたいと考えています。
各委員会それぞれ大きな目標と具体的なプランを持って取り組んでいくことに
なりますが、会員の皆様のご協力なくしては実現できません。会員各位にはより
一層のご協力をお願いする次第です。
各委員会の連携を強化し「楽しく充実した例会」をめざしたいと思います。

石塚利明委員長
・従来委員会行事（納涼会・忘年会・新年会・観劇会・親睦ゴルフ）を皆様に楽しんで
頂ける活動に努めます。
・会員並びに奥様のお誕生日プレゼントを会場内で贈呈します。
・色々工夫をこらし、一年間活動して行きますので宜しくお願いします。

公共イメージ委員会

海老原良夫委員長
今年度新たに名付けられた公共イメージ委員会の事業計画は、去る 5 月 23 日開催
第 1 回クラブ協議会において石塚克己会長が示された『2016－2019 クラブリーダ
ーシッププラン
ロータリーに関する情報を一般の人々に提供 クラブの奉仕プロジェクトや活動を立
案実行』を推進することです。ターニングポイント(重点項目)の取り組みは、当委員会
を構成している「雑誌」「会報」「ＩＴ広報」の各委員長、委員の皆様方と、まず石塚克
己会長方針を理解することから始め、それぞれの委員会ごとに具体的に検討、実施
してまいりたいと考えております。
雑誌委員会

ＳＡＡ委員会

鈴木茂徳委員長
今年度雑誌委員会委員長に就任しました鈴木です。一年間よろしくお願い致しま
す。新年度の雑誌委員会の事業計画としましては、例年通り毎月の「ロータリーの
友」の紹介とともに、ロータリーの友の各市役所（常総市・つくばみらい市）広報へ
の配布、図書館等への配布を行います。
会員諸氏からのロータリーの友への投稿も随時受け付けておりますのでよろしく
お願い致します。
大澤 清委員長
１．充実した例会を行う為、会場設営に不備が無いよう配慮します。
・委員は例会開始の概ね１時間前に集合する。
・設備・備品等の総点検を行い、整理・確認及び補充をする。
２．ニコニコＢＯＸの目標額を達成し、クラブ奉仕活動の資金確保に努めます。
会員の皆様の積極的な御協力をお願い申し上げます。
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会報委員会

福田克比古委員長
クラブ会報委員会はクラブと会員を繋ぐ情報手段として会報（週報）を発行し、そ
の役割を果たすべき一年間活動してまいります。
１． 例会の記録を保存すると共に、週報を発行し、会員及び他クラブへの情報伝
達に務めます。
２． 週報の紙面に創意工夫し皆様に関心を頂けるよう充実を図り、多種多様な情
報を発信するよう務めます・

プログラム委員会

出 席 報 告

大塚令昌委員長
２０１７－２０１８石塚・倉持年度のプログラム委員長担当となりました。プログラム委
員と致しましては、例会のスムーズな進行はもとより会員の皆様に外部卓話を頂く
方をご紹介頂き各々の職業のお話を頂ければと思っております。
また、各委員会の委員長様には委員会の中間報告等も考えておりますので宜しく
ご協力の程お願い申し上げます。

五木田利明委員長

会員総数

出席者数

欠席者数

出席免除

メーク

出席率

５２名

４０名

１２名

０名

６名

８８．４６％

ニコニコボックス 大澤 清委員長
入金計 ￥53,000
累計 ￥249,000
誕生祝御礼≪ご夫人≫内村会員
本日からよろしくお願い致します。 軽部会員
１００％出席表彰・・・斎藤・石塚（克）・青木（清）・石井・大串・大塚・小島・北村（仁）・北村（英）・熊谷・倉持
鈴木（邦）・瀬戸・松坂・松崎・武藤 各会員
今週、来週と委員会事業計画発表宜しくお願い致します。
石塚（克）会員
暑い日が続きます。水分補給をお忘れなく。 倉持会員
暑いですからお体ご自愛下さい。
古矢会員
石塚克己新会長年度も米山奨学生シャナットさんをよろしくお願い申し上げます。 海老原会員
バンコクに行ってきました。 瀬戸会員
先日セクレタリーとして、牛久ＲＣ様にて勉強させて頂きました。 大澤会員
１００％出席表彰の皆様おめでとうございます。 前島会員
親睦委員会一年間宜しくお願いします。 石塚（利）会員
本格的な暑さが参りました。皆様お体ご自愛下さい。
石井会員
その他 山野井会員
先週例会欠席させて頂きました。今年度も宜しくお願いします。 福田会員
例会欠席しました。 亀崎会員

会報委員会

福田克比古委員長

荒井孝典副委員長
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内村尚史委員

