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夫

例会

2015 年（平成 27 年）10 月 7 日
13：30 点鍾

Program
開会宣言・点鐘

鈴木 康道

会長

歌

「君が代」「奉仕の理想」

四つのテスト唱和

並木 孝治

お食事

いきいき食堂

会長挨拶

鈴木 康道

会長

幹事報告

並木 孝治

幹事

卓 話

北田 浩一

会員

ニコニコＢＯＸ発表

親睦委員会

出席報告

管理運営委員会

閉会宣言・点鐘

鈴木 康道

幹事

委員会報告

会長

10 月『経済と地域社会の発展月間・
米山月間』
Economy and development monthly
Yoneyama of the community are it month
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例会の記録 ＜9 月 29 日＞
さんが、町内一丸となって明るい町内会づくり

会長挨拶

のために頑張っています。
自らの力によって目標を達成する、人を頼っ
てもどうにもならない。本日、東金商工会議所
の常議員会で「人がこうだ、といったら同じ方
向をむこう」という古川会頭の話がありました。
一度決まったことは足を引っ張らないようにし
よう、と常々思っています。東金 RC もメンバ
ーが少ない状態で推移しておりますが、来年に
向け会員の増強とメンバーの懇親の場に力を入
れて、今後の運営に当たっていきたいと思って

鈴木 康道 会長

おります。
本日はパストガバナーの山田修平さんにお越

みなさんこんにちは。

しいただいております。よろしくお願い申し上

昨日から今朝までスーパームーンの話題で持

げます。

ちきりでございます。今朝の新聞を見るまで知
りませんでしたが、通常 38 万 4 千キロある月

幹事報告

までの距離が、約 35 万キロに近づいた、とい
うことなのだそうです。
東金 RC 創立 56 周年記念例会にはご協力を
いただき、無事に終了いたしました。感謝申し
上げます。
どちらを見ても明るい話題がない昨今ですが、
自分の町内会の明るさをご披露します。私は町
内会の老人会の会長をやっております。
36 名の
メンバーで、男性は 8 名、残りは女性です。東
金市内の個々の状況を見ると、町内の人口は
2,800 です。その中で、新しい住民の方が半分

並木孝治 幹事

です。新しい住民の方々は旧住民と仲良くした
いとのことで、旧住民は大歓迎。交流の場が盛

l

成田空港南 RC 記念式典・祝賀会が 10 月

り上がっています。今、町内会の区長さんを先

15 日成田ビューホテルで行われます。

頭に 10 月 11 日に開催される田間の祭りを目

11 時に商工会議所前で南総通運さんの

標に、今までなかった女御輿を作ったり、巡行

バスで出発します。参加者は遅れないよ

経路を変えたり、法被を新調したりなど、いろ

うお願いします。

いろなことをしています。そのうち神社も直さ

l

地区よりフェローシップ交流会のご案内

なければならないのですが、この祭りを目標に

11 月 13 日、基調講演はエド山口さんで

いろいろな努力をしています。38〜60 代の皆

す。回覧します。
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次に、研修の重要性についてお話します。毎

卓話

週の例会に出席して昼食を共にし、卓話を聞い
て帰る。これがロータリーだと思っておられる
方が圧倒的に多いと感じています。
入りて学び、
出でて奉仕せよ。これは国際競技会の会場に掲
げてあります。例会はロータリーに関して、会
員間で学ぶ場だと思います。ご自身のクラブの
定款や細則は、どんなことが規定されているの
か。定款・細則を改正するにはどうするのか。
まず、こうしたことを例会で話し合いしていた
だきたいと思います。

山田 修平 地区研修委員長

次は、会員増強についてです。東金 RC は、7
年前は 35 名でした。5 年前からは 25 名前後に

元気なクラブを目指して

なり、本年度は 23 名のスタートでしょうか。
東金ロータリークラブの（以下「RC」としま

毎年純増何名と計画を立てて会員増強に励ん

す）皆さん、こんにちは。本日は卓話にお招き

でおられると思います。しかし、例えば純増 3

いただきまして、ありがとうございます。今回

名とした場合に 23 人いるのだから、そのうち

の卓話は、東金ロータリークラブさんが元気な

の誰かがやってくれれば 3 名くらいは達成でき

クラブになるために何かヒントになればと、そ

るだろう、そう思っておられる方が圧倒的に多

んな話をしたいと思います。

いのではないでしょうか。ですから目標を現在
の倍増に変更されることをお薦めします。全会

元気なクラブというのは、どんなクラブでし

員が必ず 1 人新会員を紹介すればよいのです。

ょうか。
クラブ・リーダーシップ・プラン（CLP）があ

会員増強は、いくら立派な計画を立てても駄目

りますが、第 2790 地区ではあまり評判が良く

です。会員増強は実践なんです。全会員が本気

ないようです。手続要覧でも、2013 年版では、

になるかどうかにかかっています。
本年度すでに 3 か月が経過しましたが、まだ

「活気あるクラブとなるためのベストプライス」
と表現して、その中に「各クラブは、活気ある

9 か月あります。皆さん全員で会員増強に励ん

クラブとなるための独自のクラブ・リーダーシ

でいただきたいと期待します。

ップ・プランを作るべきである。
」と、CLP に関
する記述が大幅に変更になりました。第 2790
地区に限らず、CLP の評判はあまり良くないの
かも知れません。
うちのクラブは委員会構成を推奨ロータリー
クラブ細則に定める 5 つの委員会に変更しまし

ニコニコ BOX

たので、CLP を採用しました。と表現している

●ご奉仕。

方がいまだにおられます。CLP はそういうもの

髙橋 邦夫 会員

●中秋の名月に感激しました。

ではありません。

小久保良行 会員
●ご奉仕。
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2017-18 年度会長にイアン・ライズリー氏

8 月 3 日に RI 会長指名委員会が開かれ、2017-18 年度 RI 会長として、イアン H.S. ライズリー氏
（サンドリンガム・ロータリークラブ、オーストラリア）が選ばれました。対抗候補者が出なければ、
10 月 1 日をもって、ライズリー氏が正式に会長ノミニーとなります。
ライズリー氏は、
「ロータリーの未来には、企業や他団体とのパートナーシップが重要」だと話します。
「ロータリーがプログラムや人材を備えている一方で、外部組織はそのほかのリソースを持っていま
す。世界でよいこと をするという目標は、誰にとっても同じです。ポリオ撲滅活動をきっかけに多く
の人がロータリーを知り、将来に新たなパートナーシップを築けることを期待しています」
会計士であるライズリー氏は、オーストラリア国内外の企業会計を専門とする Ian Riseley and Co.の
社長を務め、国際関係に強い関心を寄せています。2002 年には東チモールでの活動を称えられ、オー
ストラリア政府より「AusAID Peacebuilder Award」を受賞。2006 年にはオーストラリアの地域社
会への貢献が認められて、オーストラリア勲章を受けました。
「各国政府は、ロータリーを善き市民団体の代表的存在と見ています。ポリオ撲滅活動でアドボカシー
活動を行ってきたように、平和と紛争解決の分野でも政府への働きかけを行うべきです」とライズリー
氏は述べます。
1978 年にロータリークラブに入会して以来、財務長、理事、管理委員、RI 理事会執行委員、タスクフ
ォースメンバー、各種委員会の委員と委員長、地区ガバナーを歴任しました。オーストラリアでのポリ
オ撲滅活動「Australian Polio Eradication Private Sector Campaign」の元メンバーであり、
「ロータ
リー財団 ポリオのない世界のための奉仕賞」を受賞しました。ジュリエット夫人とともに、ポール・
ハリス・フェロー、メジャードナー、遺贈友の会会員となっています。

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

100.00％

1,300 円

出席率

Email: info@togane-rc.jp
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9 月 29 日

