2022～2023 年度クラブ運営方針

「ヤル気と情熱で新しい仲間を増やそう！！よい奉仕をするために」
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●本日の司会

●開会点鐘

（犀川 美佐緒 SAA）

（中村 重昭会長）

●国歌「君が代」
ロータリーソング「それでこそロータリー」斉唱

●本日のお客様
米山奨学生

姜 名信さん（米山奨学金授与）

※姜さんよりご挨拶
皆様、こんばんは。急にはなりましたが、9 月からドイツ
に 1 年間の交換留学が決まりました。短い間でしたが、
とてもお世話になりました。ありがとうございました。

●会務報告

（中村 重昭会長）

FAX

042-544-1002

がりのあるクラブなのだという印象を持って頂きました。
それから、会員増強に関して私が気付いていなかった
ことの 1 つにローターアクトの捉え方がありました。10
月に当クラブへ、ローターアクトの方から例会を実際に
見学して参考にしたいというお話がありまして、当クラ
ブとしましても、是非卓話をお願いしたいというお話を
しました。スポンサーにはならなくても、そういったやり
方で、若い会員さん達を応援していくという協力をお願
い出来ないかというお話がございました。
3 番目に国際奉仕事業（海外へ子ども用車椅子を送る事
業）と青少年事業（青少年野球教室）について、こちらは
長年継続している素晴らしい事業だとお褒めの言葉を頂
きました。
最後に、それぞれの委員会が、しっかりと活動方針など
を示していて、素晴らしいけれども、それを一部の人だけ
がやるのではなく、皆で共有して欲しいということを仰
っていました。

●幹事報告

（志賀 義任幹事）

地区より「ポール・ハリス・ソサエティご入会のお願い」
が届いております。こちらは、毎年 1,000 ドル以上を寄付
する意思表示をし、実行をするということですが、入会を
すると、地区より特別なピンバッヂが贈呈され、ポール・
ハリス・ソサエティのみの晩餐会が開催されます。

皆さん、こんばんは。8 月は、会員増強及び新クラブ結
成推進月間となっておりますので、ご協力の程、どうぞよ
地区より「2022-23 年度 第１期新会員オリエンテーシ
ろしくお願いいたします。
ョン」のご案内が届いております。
先週のガバナー公式訪問には、多くの会員の皆様にご
出席いただきありがとうございました。公式訪問の前の ☆日時 1 回目 8 月 23 日（火）14：45～17：00
2 回目 9 月 2 日（金）14：45～17：00
ガバナー懇談会にて、ガバナーと 50 分色々な話が出来ま
☆場所
芝公園フロントタワー貸会議室 ２F
したので、その時のお話をさせて頂きます。
☆参加費
無料（地区負担）
先ず、冨澤ガバナーは「ロータリーを広げよう」という
ことをテーマにされておりました。難しく考えてしまう
地区より「2022-23 年度 RLI パートⅠ開催のご案内」が
と上手く進まないこともあるので、身近な人にロータリ
届いております。
ーを知って頂くことを念頭に置いていきませんか、とい
☆日時 9 月 21 日（水）9：20～17：00
うことだそうです。例えば、家族や会社の方にロータリー
☆会場：新橋貸会議室
は今こんな事をやっているんだよという話をして頂くと、
堅苦しい会ではないのだと分かってもらえるのではない
7 月 28 日（木）昭和の森芸術文化振興会の合同会議が
かということです。そのスタートを会員の皆様にお手伝
開かれ、石岡直前会長、中村会長、指田副幹事が出席をい
い頂けるとロータリーがより広がっていくというお話で
たしました。
した。
2 番目に、岡野会長エレクトへ、クラブ戦略に関して、
7 月 21 日（木）親睦委員会、7 月 22 日（金）増強委員
当クラブのテーマが増強を謳っておりますが、次年度会 会 7 月 26 日（火）プログラム委員会及び青少年委員会の
長さんは、そのテーマをどのように考えているのかとい 炉辺会議が開催されました。
うご質問がございました。つまり、単年で終わらないよう
にというお話で、岡野会長エレクトも次年度の 35 周年ま
先日の理事会におきまして、今年度の事業として「走り
でには 60 名にしたいという返答をいたしましたので、繋 方教室」を開催することが決定いたしました。どの委員会

が担当するかは未定ですが、皆様ご協力よろしくお願い
いたします。

例会場の問題についても皆さんのご意見を聞きながら
進めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いい
たします。

今年度の会員名簿が完成いたしましたので、受付にて 1
人 1 冊お持ちください。

中野 勝夫 SAA
●新年度各委員長活動方針Ⅱ
若杉 司プログラム委員長

（基本方針）
例会をはじめ、すべての会合において、規律正しく、又楽
しい雰囲気で円滑な運営を心掛けます。
（事業計画）
①会長、幹事、各委員会と連携をしっかりと取り、例会を
スムーズに進行する
②例会場での事前準備を適切に行う
③来訪者への応対に気配りし、温かくお迎えするよう心
掛ける
④卓話の講師の方に気持ちよくお話頂けるよう努める

（基本方針）
会員が例会に参加し、来て良かったと思える様なプログ
ラムを企画し、出席率をアップを目指す。
（事業計画）
①会員全員参加の例会を目指す
②5 年未満の入会者の卓話を企画
こちらは入会時に皆さん卓話をされると思うのですが、
やはり 5 年も経ちますと、ロータリーの事も色々と分か
近年、SAA 以外は副 SAA とされておりますが、今年度
ってくると思いますので、仕事のことも含め、初めの時に はその例会を担当する方がメインでありますので、敢え
言えなかったことをお話しして頂きたいと思います。
て副という名称は付けずにやってまいりたいと思います。
③各会員各委員会の協力を得るとともに、要望を広く取 どうぞよろしくお願いいたします。
り入れる
皆さんも是非、プログラムに対するご要望がございま
渡邉 信義増強委員長
したら、お声掛けください。
増強というのは、1 番苦手な仕事でございますけれども、
今年度中村会長がテーマを増強とされましたので、是非
岩本 勝宏社会奉仕委員長
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。増強とは皆
社会奉仕委員会のメインの事業であるくじら祭が今年 でやるもので、増強委員会が増強をする訳ではないとい
度、また中止になってしまい、正直なところ、多摩川のク うお話を、地区の委員会で頂きました。増強委員は、クラ
リーン作戦まで何も予定がない状態です。ですから、委員 ブの中に増強をやろうという雰囲気を作るのが仕事なの
会で炉辺会議を早めに開き、何か出来る事を皆で考えて だろうと思います。中村会長は今年度 55 名を目標として
いきたいと思います。しかし、あまり日にちを掛けられま おります。プレッシャーを感じておりますが、頑張りたい
せんので、会員の皆様の中で良い案をお持ちでしたら、お と思います。
知恵を拝借出来ればと思います。1 年間どうぞよろしくお
昨年度、地区の増強委員会へ出向をしておりましたの
願いいたします。
で、そこで勉強会等に参加をいたしました。その中でテク
ニックとして「士」の付く方から仲間を広げていくのはど
うかというお話がありました。それからここにいらっし
内藤 征一クラブ管理運営委員長
ゃる方の中で言いますと、AIJ や JC の繋がりから若い方
クラブ管理運営の委員会は 6 つございまして、プログ を推薦していくのも１つのやり方だということです。ま
ラム、出席、親睦、広報・会報・IT、情報、増強の各委員 た、卓話講師に来て頂いた方にお声掛けをするというの
会です。今年度は中村会長が力を入れております「増強」 も１つだと思います。
につきまして、どうぞ皆様ご協力をよろしくお願いいた
来週はクラブ協議会で、増強について皆様で協議をし
します。
て頂き、候補者をリストアップして頂きます。その方には、
各委員長さんの顔ぶれを見ますと、皆さん実績もあり 増強委員会として、会長、幹事と共に当クラブの魅力を伝
立派な方々ですので安心をしておりますが、最近、第 7 波 えたいと思います。
が拡大していますので、この先の例会がどのようになっ
ロータリーは自分の為ではなく、他の為に奉仕をする
ていくのか少し心配をしています。炉辺等で打ち合わせ 団体です。そのような気持ちのある方を是非ご推薦頂け
をしながら進めてまいりたいと思いますので、どうぞよ ればと思います。
ろしくお願いいたします。

曳地 義正情報委員長
平畑 秀東長期計画委員長

（基本方針）
長期計画委員会は、今後のロータリークラブの在り方 会員及び会員候補者にあらゆるレベルのロータリー活動
を考える委員会です。今後、コロナの感染者が増えれば、 に有益な情報を、様々な機会を通じて提供することで、ロ
例会の開催についても影響が出るかもしれませんが、そ ータリアンとしての資質の向上を目指す。会員の増強に
の中でロータリー活動をどのように円滑に進めるかを考 も協力する。
えていきたいと思います。もう１点は、35 周年について、 （事業計画）
今年中に決めないと間に合わないこともございますので、 ①各委員が交代でロータリーの歴史、綱領、活動に関する
鈴木栄委員長のもと、現在も盛んに活動をしております 情報やロータリー活動に有益と思われる情報を提供し、
が、日時等、追々決定しましたら、皆さんにお知らせした 会員の資質の向上に努める
いと思います。そして、それを次年度以降に活用出来るよ ②新会員及び 3 年以内の会員対象に、オリエンテーショ
う、議事録に残していきたいと思います。
ンを企画し、ロータリークラブ会員の目的、責務、特典に

ついて充分理解出来るよう援助していく
③必要に応じ会員候補者に、ロータリークラブ会員特典
と責務に関する情報を提供し、会員増強に協力する
青葉会の重森委員長と協力をして、特に若い会員にロ
ータリーについて知って頂くよう努力をしたいと思いま
す。それには、ベテランの方々の卓話が有効なのではない
かと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

北島 武会計
昨年に続きまして、会計を担当させていただきます。昨
年度同様、明朗会計でしっかりとやっていきたいと思い
ますので、どうぞよろしくお願いいたします。
本日は、お手元に配布しております「予算案」の資料を
基に発表をさせていただきます。

○志賀幹事
各委員長様、活動報告ありがとうございます。

8 月結婚
佐々木会員・椎名会員・曳地会員

●出席報告

（西 優希出席委員）

会員数

48 名

出席義務会員

47 名

本日の出席

33 名

●次週例会予定（重森 元樹プログラム副委員長）
●ニコニコ BOX

（成田 篤史親睦委員）
8 月 10 日（水）

○中村会長
先週は皆さん、ガバナー公式訪問にご出席いただき有難
うございました。
8 月は増強月間です。ご協力お願いします。

●閉会点鐘

クラブ協議会「増強」

（中村 重昭会長）

※今号におきまして、写真データファイルの破損により、写真の掲載が出来ず、大変申し訳ございませんでした。

