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●本日の司会

042-544-1002

（内藤 征一副 SAA） ●各委員長活動方針発表
本田 征勇管理運営委員長

●開会点鐘

（小島 弘明会長）

●ロータリーソング「それでこそロータリー」斉唱
●会務報告

（小島 弘明会長）

本日、幹事は急用が入りました
ため、少し遅れます。到着するま
での間、岡野副幹事に代役をお願
いいたしました。
7 月 18 日（火）ハイアットリー
ジェンシー東京にて、
「2017-18 年
度第 1 回クラブ会長幹事会」が行
われ、私と石岡幹事が出席をいた
しました。
7 月 19 日（水）ハイアットリージェンシー東京にて、
「資金管理実務講習会」が開催され、志賀国際奉仕委員長
に出席をしていただきました。

●幹事報告

（岡野 景子副幹事）

地区より、「第 14 回 RYLA セミ
ナー」開催のお知らせと受講生推
薦のお願いが届いております。国
際ロータリーでは青少年を育成
するように奨励しており、なかで
も RYLA プログラムは青少年指導
者を養成するプログラムとして
最も重要視されています。
開催期間 2017 年 10 月 7 日（土）～9 日（月）
開催場所 東京国立オリンピックセンター
募集期間 2017 年 6 月 1 日～8 月 31 日 17：00 までクラ
ブからの推薦受付

基本方針として、「クラブ運営
が盤石であってこそ良い奉仕活
動が行えます。クラブ管理運営各
委員会の委員全員がそれに向か
って行動できる様助言をし協力
する」といたしました。運営委員
会の委員長として、それぞれの委
員会の活動を、多少は経験があり
ますので、助言ができればと思っています。各委員会の活
動は、各委員長から発表があると思いますので、それを聞
いて皆さん理解していただければと思います。どうぞよ
ろしくお願いいたします。

曳地 義正増強委員長
1.基本方針
まずは会員数 50 名を目標に増強
委員が全会員より情報提供を受
け、増強委員会を中心に会長・幹
事の協力を得て入会見込み者に
アプローチしたい。又、増強も大
切だが、退会者を出さない事も重
要なので各委員会及び会員とコ
ミュニケーションを図り対応していきたい。
2.事業計画
①全会員が増強委員だと意識してもらいたい。そうした
中で増強委員が中心となり新入会員の獲得に努力してい
きたい。②退会者を出さない為には何をしたら良いのか、
新入会員が早くロータリーになじむには、どうすれば良
いのか、各委員会とも連携して対応を考えたい。③月 1 回
くらい例会後に委員会を開催し情報交換を行いたい。
1 年間、よろしくお願いいたします。

佐藤 義弘情報委員長
情報委員会は初めての委員会
ですので、基本方針を読んでも、
自分自身で分からないところも
ございますが、いずれにしまして
も、ロータリーを知ろうというこ
とです。皆さんそれぞれお誘いを
受けてロータリーに入会したの
だと思いますが、入ったからには、
ロータリーを知らなければなりません。知るためには、長
く活動をしていませんとその意味が分からないと思いま

す。事業計画といたしましては、30 周年の前年度でござ
いますので、クラブの成り立ちや歴史をしっかり勉強す
ることが基本になると思いますので、パスト会長、青葉会
を中心に炉辺を行いたいと思います。それから、クラブの
PR を含めメイクアップを実施したいと思います。

犀川 美佐緒広報・会報・IT 委員長
この委員会は、会報を作成する
のが 1 番の仕事だと思いますが、
カメラがなかなか高度ですので、
委員の皆さんはこのカメラを使
いこなせるようになっていただ
ければと思います。
基本方針といたしましては、ホ
ームページを活用して広くクラ
ブを知ってもらったり、会報を通じて活動を広報してい
くことがこの委員会の活動だと思っております。1 年間、
どうぞよろしくお願いいたします。

荒川 義昭親睦委員長

椎名 正明職業奉仕委員長
職業奉仕はロータリーの目的
にあります「職業上の高い倫理基
準を保ち、役立つ仕事はすべて価
値あるものと認識し、社会に奉仕
する機会としてロータリアン各
自の職業を高潔なものとするこ
と」に繋がる委員会だと思ってお
ります。
1.基本方針
職業奉仕はロータリーの存在目的といえる根本的な概念
です。その高い理念を実践していくために、私たちのクラ
ブの会員のお互いの職業について学びあうと共に、自ら
の職業スキルをどのようにして地域社会への奉仕に役立
てるかを共に考え、実践していきたいと思います。
2.事業計画
①職業奉仕活動として職業見学会を実施する。②職業奉
仕の理念をより深く学ぶために、座談会を行う。③会員の
職業についての卓話をお願いし、お互いの職業について
学びあえる機会を作る。
1 年間、どうぞよろしくお願いいたします。

ロータリー活動には親睦と奉仕
がありまして、会員同志の親睦を 山中 秀一プログラム委員長
深めることもロータリーの目的
今年度、プログラム委員会は今
の 1 つと私は理解しております。
までにないやり方をしようと思
とても大切な委員会ですので、1
っています。それは、各委員の方
年間皆様のご協力をよろしくお
にそれぞれの月を担当していた
願いいたします。
だきます。7・8・9 月は私が担当
1.基本方針
いたします。10 月が田畑会員、11
クラブが成長するために必要な、親睦という最上の土壌
月が岡野景子会員、12 月が私、1
をつくることを目指し、充実したロータリー活動になる
月が浅見会員、2 月が伊藤会員、3
よう一助とする。
月が鈴木会員、4 月が津乗会員、5 月が曳地会員、6 月が
2.事業計画
私です。委員長が楽しているのでは、と言われそうですが
①会長・幹事及び各委員会と連絡・連携を密にとり親睦活 その方がまとまりますし、炉辺もたくさんやろうと思っ
動を行う。②新会員が、早くロータリー活動を楽しめるよ ています。各委員の色が出てきますので、楽しい例会にな
う心配りに努める。③ニコニコボックスの発表を確実に るのではないかと思います。
行う。④クリスマス例会や親睦旅行では、会員は元より会
事業計画としては、30 周年をひかえておりますので、
員家族がより多く参加できるよう企画する。⑤親睦活動 積極的に他クラブの周年事業に参加をしたいと思います。
では、会員相互がより親睦を深められるよう努める。
今年、たくさん参加をすれば、次年度の 30 周年にはたく
さんの他クラブの方に、来ていただけるのではないかと
思います。それから移動例会も多く行いたいと思います。
岡野 和弘出席委員長
楽しく、ためになる例会を企画していきたいと思います
基本方針としては、基本的には ので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
出席率の向上を図るということ
に尽きるかと思います。そのため
の方策として、他の委員会との炉 ●委員会報告
辺を通じて出席率アップの方法
を考え、模索していきたいと思い
志賀 義任国際奉仕委員長
ます。
今年度も森田さんと協力をし
事業方針としては、今年度から
て、「子ども用車椅子を海外に送
このようなボードを使って発表を行います。例年と違う
る事業」を行いたいと考えており
のは、メイクアップを反映させた出席率を発表いたしま
ます。今年は、ネパールに送る予
す。それから、例会前に欠席確認の FAX を送らせていた
定です。8 月 20 日（日）に第 1 回
だきます。これは、ロータリーは出席が原則ですので、欠
目の車椅子整備を行いたいと思
席の方のみご連絡いただくというかたちです。
います。炉辺を行い、詳細を決定
1 年間、一生懸命やってまいりますので、皆様のご協力を
して皆さんにご連絡をいたしま
よろしくお願いいたします。
すので、是非ご参加をお願いいたします。

●ニコニコ BOX 発表

指田 裕士社会奉仕委員長

（岩本 勝宏親睦委員）

本日の例会終了後、第 2 回の社会奉仕委員会炉辺会議
を行いますので、委員の方はご出席をお願いいたします。
○小島会長
各委員長、よろしくお願い致しま
す。

荒川 義昭親睦委員長
ニコニコ BOX の発表についてですが、小島会長と相談
をしまして、今までは 1 万円を大ニコ、5 千円を中ニコと
発表していました。中ニコという言い方は他クラブには
ないということで、今年は 5 千円も大ニコと発表させて
いただきます。普通のニコニコは例年通りです。その気持
ちは、ニコニコは本来奉仕の気持ちですので、5 千円以上
は差別をつけないということです。何かアドバイス等ご
ざいましたら、私までいただければと思います。

●出席報告

・石岡幹事
各委員長様 活動方針よろしく
お願いいたします。

●次週例会予定

（山中 秀一プログラム委員長）

（岡野 和弘出席委員長）

会員数

47 名

出席義務会員

46 名

本日の出席

34 名

7 月 26 日（水）
各委員長活動方針
くじら祭について

（メイクによる出席者数を除く）

●閉会点鐘

（小島 弘明会長）

