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2015-16 =====================

例会の記録 ＜8 月 4 日＞
です。ご披露申し上げますのでよろしくお願い

会長挨拶

いたします。
『103 歳になってわかったこと』
17 ページより朗読
本日の理事会の結果を幹事より報告がござい
ますが、今年度は親睦、炉辺会議を重点的に押
していきます。親睦は、酒を飲みかわし、福蔵
のないところを思い切り話し合い、メンバー同
鈴木

康道

士が近づく。距離を縮めてメンバーを増やすこ

会長

みなさんこんにちは。お暑うございます。朝

とも第一ですが、東金ロータリークラブが周り

から晩まで言っています。今日も記録更新の厚

の人に認められた人格を持った高潔な人間の集

さで、長く暑い夏が過去にあったのかという気

まりだ、教養の満ち溢れたロータリークラブと

がするほど途方もなく暑いです。暑い中ご出席

してレベルの高いところを望みながらそれをし

ありがとうございます。

ていく、ということです。
大変難しいのですが、
そのようにやっていきたいと思っておりますの

各方面でいろいろな話題がございます。そうい

でなにとぞよろしくお願い申し上げます。

う話題を拾って私がコメントし、皆さんにご理
解いただく。難しいことはできないので、今年

幹事報告

度取り入れたのがここにある篠田桃紅さんのお
話です。こんな人生の歩み方もあるな、と例会
のたびに皆さんの前で朗読をしております。朗
読の難しさ、聞いていただく。やってみると、
心地よく聞いていただくことは難しいです。
NHK ラジオで昔「私の本棚」というのがありま
したが、それは一流の人が何度も練習して国民
全体に話すわけです。

並木

昨日、同じページを何度も読み返し、30 回く

l

らい読んだのですが、一度としてきちんと読め

孝治

理事会報告
Ø

ませんでした。それでも、前回よりは良いはず

幹事

新入会員承認の件。及川和則さんが
入会意向を示してくださいました。
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元会員の三宅さんが積極的に勧誘を

2015-16 =====================

誕生祝

行ってくださっています。郵送しま
すのでよろしくお願いします。
Ø

9 月 15 日は創立記念例会です。アト
ラクションや記念ゴルフがあります。
ゴルフは 2 組予約をしております。
ガバナー補佐・幹事も出席です。

Ø

やっさフェスティバルが 8 月 22 日
にあります。T シャツを作っており

（左より）鈴木会長、並木幹事、平間会員、澤村会員

ますので、皆様にお配りします。集
合時間は 8 時 45 分中央公園警察本

前幹事記念品贈呈

部前集合です。
Ø

京都旅行を企画中です。
予定は 12 月
1〜2 日です。臨時総会は 8 日に行い
ます。

l

地区より連絡です。
Ø

会員増強拡大月間が会員増強・新ク
ラブ結成推進月間に名称が変わりま
した。

Ø

小久保良行

茂原東 RC は通常例会のほか、8 月

委員会報告

12 日休会、26 日夜間移動例会です。
Ø

前幹事

奉仕関係の委員長へお手紙がありま
す。10 月 10 日三井ガーデンホテル
千葉にてクラブ会長、職業奉仕委員
長、社会奉仕委員長、国際奉仕委員
長に出席を賜りたく案内をお渡しし
ています。

ニコニコ BOX

小久保良行

地区 IT 広報公共イメージセミナーが 7 月 24

●7 月は例会に参加できませんでした。8
月は頑張ります。

広報委員長

日(金)千葉市生涯学習センターで行われました。

小久保良行 会員

地区より各会員の皆様へ MyRotary からのお知
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らせを受信できる制度になっているそうなので、
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委員会活動計画

スマホや PC で登録ができるようにしてほしい
とのことです。現在、各クラブの状況は、会長・
幹事には直接登録の連絡が来ているようですが、
各会員の皆様につきましても普及を促してほし
い、とのことでした。私もまだ登録しておりま
せんので、登録をしてみようと思っています。
地区からの連絡を通じて進めていきたい、とい
うのが今年度櫻木ガバナーの方針の一つです。

渋谷章男

当日は千葉銀行広報部の方がお見えになり、ロ

会員増強委員長

ータリーの広報活動についての今後の工夫につ

みなさまこんにちは。

いてお話がありました。また、企業イメージに

現在、鈴木会長より新会員の方の加入のお話

ついてもののイメージ、ブランドづくり、広報

がありました。一人一名のご紹介をいただけま

の必要性、ブランド構築をどのようにするかに

すよう、全員で会員増強を今年一年取り組んで

ついてお話を頂きました。今後の広報活動に役

いただければと思っております。何卒よろしく

立てていきたいと思います。

お願いいたします。

今年度の広報委員長としての活動ですが、東
金 RC のホームページの見直しをし、特に例会
行事予定など会の活動を紹介していきたいと思
っています。また、東金 RC の活動の部分を地
区へ写真・コメントをつけて送ることで、各ク
ラブへの活動を広げていきたいと思います。現
在ホームページの操作について勉強中です。8
月のうちに覚えてホームページの充実を図って
いきたいと思っております。

菅原實

本日、水田コレクションのチラシをお配りし

職業奉仕委員長

こんにちは。職業奉仕委員会は、高山会員、

ております。
学校法人が 50 周年の記念の年で、

安藤会員の 3 名で進めて参ります。

北斎、写楽の有名なものが坂戸の美術館で展示

昨年同様ですが、職業奉仕はわかりにくい、

しているものです。今後しばらくは世に出ない

ロータリーが集うの原点であるということを再

だろうといわれているものです。一回光を浴び

認識し、職業倫理を高めるため有効な情報を継

る色が変わってしまうため、5 年ほど出せない
そうです。この機会にぜひご覧ください。
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私が考えているのは、高齢化社会を少しでも

続的に会員に提供する、ということが重要と思

支えるお手伝いできればということを考えてい

っております。

ます。

また、昨年は 6 名の方に職業奉仕の事例を出
していただきました。23 分の 6 でした。皆さん
から出していただけるよう継続していきますの
でよろしくお願いいたします。
職業奉仕月間が昨年の 10 月から 1 月に変わ
ります。1 月に然るべき卓話を実施したいと思
っております。前年はガバナー事務所の意向で
職業奉仕委員長は卓話をやらない、ということ
でした。結果としては分区内ということでお越
しいただきましたが、先週の IM では、今年度

小林信雄

は積極的に卓話に行く姿勢のようです。
それで、

米山奨学会委員長

米山奨学会年間活動計画のための参考資料

地区から着ていただくことも考えております。

委員長 小林信雄

この地域生き生きとした活動をしていらっし
ゃる職業の方がたくさんいらっしゃいます。ぜ

１．概要

ひ、職業奉仕の現場を見学に行くことをやりた

米山記念奨学会の事業の目的

いと考えています。できれば会員の中でよろし

（１）日本で学ぶ外国人留学生に奨学金を支給

ければお願いいたします。

する国際奨学事業である。
（２）事業の使命
a.将来、日本と世界を結ぶ懸け橋となって国際
社会で活躍する人材育成
b.ロータリー運動の理解者となる人材の育成
それは RI ロータリーの目指す平和と国際理解
推進そのものであるまた、RI の理念（手続要覧
P.61 目的）Carrying Out Rotary's Mission）に相

原島和雄

当するものである。

社会奉仕委員長

※資料出所：
「ロータリーを理解しよう」
（地区研修委員

みなさんこんにちは。恒例のやっさフェステ

会）

ィバル終了後の清掃にみなさんのご協力をお願
いいたします。
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日本の将来は平和しか生きる道はないとして東

ハ．会員一人当たりの寄付 15,000 円

京で米山梅吉日本ロータリークラブ創始者の氏

ニ．2012-13 年度（一人当たり実績）15,534 円

名を関して米山奨学制度は成立したものである。

ホ．2013-14 年度（一人当たり実績）16,118 円

平和日本を世界に理解してもらうには、アジア

なお、特に割り当てられる奨学金を受けられる

から留学生を受け入れ、平和日本を肌で感じて

学生の数は、当該地区寄付金額に比例する。

もらう、として成立した。

Ａ.奨学生採用数と方法

これは日本ロータリーに最もふさわしい国際事

（１）奨学生採用数はその年度寄付総額収入予

業ではないかということであったという。この

測によって決められる。

制度が東京ロータリーから日本全国共同事業へ

（２）全体の採用数の 50％は各チック個人平均

と発展した。したがって RI 組織規程の範疇外に

寄付額で割り当てられる。

ある本独自の田地区合同活動である。

（３）採用数の 40％は地区寄付金総額で割り当

２．米山記念種額制度の特質

てられる。

米山記念奨学制度は他の奨学金制度にはない

（４）全体採用数の 10％は応募資格のある留学

「世話クラブ」と「カウンセラー」制度がある。

生数によって割り当てられる。

米山奨学生は毎月世話クラブの例会に出席して

上記の基準に基づいて第 2790 地区には指定校

奨学金を受け取ることになっている。その目的

から推薦を受けた留学生から選考の結果 24 名

はカウンセラーやほかの会員と話し合いを通じ

が割り当てられた。地区として前年度比 2 名の

てロータリーを理解していただくことにある。

増加である。当クラブには本年は割り当てがあ

当クラブとして本年度はホーム・カミングの実

りません。

現を目指していきたい。
最後に、クラブ会員の皆様には米山記念奨学制
３．米山記念事業のスケール

度をご理解とご協力をお願いします。

イ.年間奨学生採用数（全国） 約 700 人
ロ．事業費 12 億円超

欠席・Makeup の連絡は，前日までに（緊急
の場合は当日 10 時までに）事務局宛に，電
話・ＦＡＸ・Ｅメールにてお願いします。メー
キャップ先への事前連絡もお忘れなく。

会員数

出席率

コイン BOX

電話 0475-52-1101 / FAX 050-3730-2559

22 名

100.0％

1,400 円

出席率

Email: info@togane-rc.jp

Page

6

8月4日

