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２０１９-２０年度 

第２６９２回 
２０１９年９月２７日（金）点鐘１２：３０ ≪晴れ≫ 

≪ガバナー補佐訪問例会≫ 

◆ロータリーソング『それでこそロータリー』 

◆四つのテスト ～言行はこれに照らしてから～ 

  １．真実か どうか 

  ２．みんなに公平か 

 

  ３．好意と友情を深めるか 

  ４．みんなのためになるか どうか 

◆お客様紹介                 

◇第４グループガバナー補佐／時田 清次様 

◆会長挨拶及び報告       杉本 峰康会長  

本日は、時田ガバナー補佐をお迎えしてのクラブ協

議会になります。時田様、よろしくお願い致します。委員

長の皆様、発表をよろしくお願い致します。 

今日は、先日大連に地区補助金を使った支援活動に

行ってまいりましたので活動報告を致します。 

参加メンバーは、酒井幹事、廻会長エレクト、竹尾会

員、金親会員、吉田会員、早野会員と私です。参加予

定だった斎藤会員、大塚会員は台風の被害影響で残念

ながら欠席、現地で劉会員と合流して計８名の参加でし

た。 

写真：説明 

１．愛納障害者施設、自閉症の子供たちが借りてパンやク

ッキーなど作る施設。 

２．子供たちとクッキーを作っています。 

３．日本で修行されて今回指導して頂いたパン職人。 

４．真中の女性が障害者施設の理事長先生。手前女性は

元米山学友会、現在、大連で弁護士の仕事をしています。 

５．いっしょにクッキーを作っています。 

杉本会長作クッキー、酒井会員作クッキー、元米山学友会

作クッキー、廻会員作クッキー、 

６．クッキー作りと箱詰め作業を今回一緒にしてきました。

（今日の例会で皆さんに配ります） 

７．劉会員です。 

８．このオーブンでクッキー焼きました。 

９．マシュマロ、粉乳、砕いたビスケットで作ったお菓子で

す。 

１０．クッキーを袋につめる工程です。 

１１．施設の子供たちと集合写真です。 

１２．昼食風景一人８００円程度で美味しい料理がでまし

た。 

１３．寄贈の品で喫茶店をする予定施設です。 

１４．愛納（アイナ）障害者施設の説明を受ける。 

１５．理事長と元米山学生金さん 

１６．杉本会長の挨拶 

１７．劉会員が米山学友会の代表で挨拶。 

１８．目録の贈呈です。 

１９．感謝状をいただく。 

２０．自閉症の来賓の方が感謝の手紙を読んでくれました。 

２１．実際に地区補助金を使って寄贈した物、コーヒーマシ

ーン、電子レンジ等で計１６品です。（写真多数） 

２２．寄贈シールを各品に添付しました。（写真多数） 

２３．贈呈式後に子供たちと一緒に工作をしました。（写真

多数） 

２４．北見のロータリークラブで３年間奨学金を受けた学友

さんです。（右手側） 

２５．福島会津のロータリークラブの学友さんです。（赤シャ

ツの方） 

２６．昨年、親睦旅行で大連に行ったとき文房具を寄贈した

方が夜ホテルに挨拶に来てくれました。 

２７．有名な歌手の方で「昴」を一緒に歌いました。 

２８．施設の中を案内してくれました。子供たちが作った工

作を販売しています。 

２９．夜の懇親会で行ったレストランです。 

３０．海鮮物が並んで自分で選んで料理してもらいます。 

３１．懇親会風景です。このレストランは政府御用達で学友

会メンバーを通じて特別に予約しもらいました。 

 

写真は、以上ですが、今回は大連に行き、子供たちや施

設の方たちも大変喜んでいただきました。パン職人の先生

が一生懸命教えてくれて感謝していました。また、日本から

遥々いたことに感謝していました。また、このような機会を継

続できればなと思っています。日本にいない学友会の方た

ちともこういう事業をする事によって接点を持てたと実感で

きました。これがまさに国際交流ですね、良い経験をするこ

とが出来ました。また、皆さんで考えていきたいと思います。 

http://search.yahoo.co.jp/r/_ylt=A2RCnn3xyWNcgwIAkTeDTwx.;_ylu=X3oDMTFsNTFybXF2BHBhdHQDZ2dsBHBvcwMxBHByb3ADZ2lzZWFyY2gEcXADBHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=17ob1vlu7/EXP=1550144433/**https:/search.yahoo.co.jp/image/search?rkf=2&ei=UTF-8&gdr=1&p=2019-20%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%AD%E3%82%B4


◆ロータリー日本財団より記念品伝達        

 第２回 ポール・ハリスフェロー 杉本 峰康会員 

◆米山記念奨学会より感謝状伝達          

第１回米山功労者 酒井 秀大会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆委員会報告                   

◇地区社会奉仕委員会 三神秀樹地区委員長 

明日、9 月 28 日 TKP 千葉におきまして奉仕プロジェ

クト推進セミナーを行います。クラブ内の該当する委員

会皆様、ご出席よろしくお願いします。 

 

◇クラブ研修委員会 五十嵐博章委員長 

第４グループのロータリー情報研修会が１１月１９日

（火）１３：３０より五井グランドホテルで開催されます。目

的は、クラブの活性化、クラブを元気にする諸岡ガバナ

ーの方針に沿ってものを考える場となっています。グル

ープディスカッションがメインですが、入会 5 年未満の会

員は、ぜひ、ご参加ください。 

◆幹事報告           酒井 秀大幹事  

◇９月２４日に第４グループ合同幹事会がありました。 

１）１０月１７日（木）グループのゴルフコンペがあります。

まだ参加可能です。 

２）第４グループ名簿作成については、当クラブでは理

事会決定しています。皆様の中で載せたくない情報があ

りましたら載せないかたちにします。 

「第４グループ名簿作成について」のシートを回覧して

いますので希望記入お願いします。 

３）里山が台風影響に伴いキャンプ場の事前整備・会場

整備を９月２８日・２９日の午前中に行います。１０月６日

実施日、前日の５日はテント張りテーブル・椅子準備の

お手伝いご協力もお願いします。 

◆ニコニコボックス報告              

≪杉本 峰康会長、酒井 秀大幹事≫ 

空を見上げるとイワシ雲。清々しい季節となりました。 

さて今日は、ガバナー補佐をお迎えしてのクラブ協議

会です。ガバナー補佐・時田様、ご指導のほど、よろしく

お願い致します。 

◆出席報告 (会員数４７名)              

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい。 

 

クラブ協議会 
 

≪第４グループガバナー補佐 時田清次様≫ 

 

皆さんこんにちは、市原中

央ロータリークラブの時田です。

今日はよろしくお願いします。

ガバナー補佐として今日来た

目的は、クラブの会長・幹事に

は、伝えていますが「事前報告

書」というのがあり、ガバナー公

式訪問一週間前には、報告書

をガバナーに渡し、これをもとに懇談会を開く流れです。

そのためにクラブ計画書・クラブ協議会の内容をお聞き

して報告するのが大きな目的です。 

ガバナー公式訪問にあたりまして、もう一度整理しま

すと、RI 会長が何をおっしゃっているかのと、ガバナー

が何をおっしゃったかを整理してクラブ協議会でどう準

備が必要かを話していきたいと思います。 

１月の国際協議会のときマーク・マローニーRI 会長の

テーマは、「ロータリーは、世界をつなぐ」ロータリーの繋

がりは独特なもので、それを大切にしていこうということで

す。先ほど幹事より、第４グループの会員名簿を作ること

ですが、これはつながりを強くしていこうが一つ目的で、

本年度実現を強い意思がありますのでご協力お願いし

ます。その名簿を活用して情報研修委員会のときにつな

がりを強くしていこうが目的です。そのつながりにおいて

諸岡ガバナーは「ロータリーは世界をつなぐ」の基盤を

突き詰めるとクラブ活動が大切と考えています。クラブの

活性化をしていこうが諸岡ガバナーにスローガンです。

クラブを活性化して千葉を元気にしていこうということで

す。今回の情報研修委員会のときにクラブを元気にする

にはどうすれば良いか。ディスカッションもしますが、その

なかで諸岡ガバナーの公式訪問のときにクラブ会長に

質問する内容としては、「地域での役割」千葉南はここに

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 2,000 円 累計 102,000 円 

金の箱 150 円 累計 786 円 

ポリオ・プラス 0 円 累計 0 円 

出席者数 

２２名 

欠席者数 

２５名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

１名 

9/13 修正出席率 

６８．０９ ％ 

千葉ＲＣ 月  ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 10/15 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火  ― ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 10/16 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水  ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 10/24・10/31 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 10/10・10/17 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



クラブを構えたことによる役割、ここにあるがゆえにどのよ

うな会員が集まっているのかとの質問をされると思います。

クラブを活性化する為の戦略・計画・会員増強の話があ

ると思います。奉仕については、先ほどの大連の台湾姉

妹クラブや里山活動など色々な奉仕活動をしているので

自慢していただきたいと思います。 

市原中央ロータリークラブはすでにガバナー公式訪

問が終わっています。訪問は台風１５号の翌日で参加者

が少なかった事情がありました。他のクラブ情報では４０

分前に到着し早くくるとのことです。今回は、千葉南と千

葉港が合同なので 10 時 50 分が役員懇談会なので 30

分前には準備をしていただければと思います。 

例会は通常通り 12時 30分から 1時 30分です。ガバ

ナーのお話は RI 会長のビデオメッセージ（10 分程度）、

1月の国際大会のときのものです。その後、パワーポイン

トを使いお話されます。（30 分程度）話の内容は、4 月の

クラブ協議会の内容です。特にロータリーに必要なのは、

中核的な価値観、奉仕、リーダーシップ、親睦、多様性

などを話されます。その後、クラブ協議会になりまして、こ

れからやる内容とほぼ同じで委員会報告、質疑応答、ガ

バナーの講評。質疑応答には、ぜひ、１つ２つは質問用

意お願いします。また、時間が余った場合、前会長の反

省報告がありますので準備をしておいてください。あと 2

週間でクラブ協議会がありますので皆様ご協力よろしく

お願いします。 

 

≪委員長発表≫ 

◇クラブ管理委員会 斎藤副委員長 

活動計画 2019-2020 《活動方針・活動計画》ページ 30 を

参照 

◇プログラム委員会 鈴木委員長 

活動計画 2019-2020 《活動方針・活動計画》ページ 31 を

参照 

◇会計委員会 廻会員 

活動計画 2019-2020 《活動方針・活動計画》ページ 30 を

参照 

今実施していますが、かならず理事会の承認を得ること収

支は、会長・幹事の支持にしたがい厳正行う。 

◇会報委員会 三神副委員長 

活動計画 2019-2020 《活動方針・活動計画》ページ 31 を

参照 

今、PDF・HP に掲載して充実していますが、手間がかから

ぬよう内容等精査し引き続き充実した内容で作っていきた

いと思います。 

◇出席委員会 五十嵐副委員長 

活動計画 2019-2020 《活動方針・活動計画》ページ 31 を

参照 

出席率の向上をプログラム委員会と協力し良い例会つくり

をしていきたいと思います。 

◇親睦活動委員会 今井副委員長 

活動計画 2019-2020 《活動方針・活動計画》ページ 32 を

参照 

１１月 15日・16日で伊勢に一泊親睦旅行を予定。 

◇クラブ研修委員会 五十嵐委員長 

活動計画 2019-2020 《活動方針・活動計画》ページ 33 を

参照 

◇SAA 斎藤 SAA 

活動計画 2019-2020 《活動方針・活動計画》ページ 33 を

参照 

◇会員増強・退会防止委員会 北原委員  

活動計画 2019-2020 《活動方針・活動計画》ページ 34 を

参照 

出席向上と楽しい例会にしていきましょう。会長・幹事さん

に頼ることなく、会員皆さんがんばりましょう。おおいに期待

しています。60周年に向かって本気で会員増強しましょう。 

◇会員選考委員会 吉田委員長 

活動計画 2019-2020 《活動方針・活動計画》ページ 34 を

参照 

◇職業分類委員会 松尾副委員長 

活動計画 2019-2020 《活動方針・活動計画》ページ 34 を

参照 

◇IT広報公共イメージ委員会 小林委員長 

活動計画 2019-2020 《活動方針・活動計画》ページ 35 を

参 

◇奉仕プロジェクト委員会 出井委員 

活動計画 2019-2020 《活動方針・活動計画》ページ 35 を

参照 

◇職業奉仕委員会 松尾副委員長 

活動計画 2019-2020 《活動方針・活動計画》ページ 36 を

参照 

◇社会奉仕委員会 三神副委員長 

活動計画 2019-2020 《活動方針・活動計画》ページ 36 を

参照 

◇国際奉仕委員会 出井委員長 

活動計画 2019-2020 《活動方針・活動計画》ページ 37 を

参照 来年のホノルル大会は 20 名規模で参加するようお

願いします。 

◇青少年奉仕・RYLA委員会 末吉委員 

活動計画 2019-2020 《活動方針・活動計画》ページ 37 を

参照 

◇ロータリー財団委員会 鈴木副委員長 

活動計画 2019-2020 《活動方針・活動計画》ページ 38 を

参照 

◇米山記念奨学委員会 竹尾委員長 

活動計画 2019-2020 《活動方針・活動計画》ページ 38 を

参照 

 

 

第２６９３回例会 

日 時⇒ ２０１９年１０月４日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 会員卓話   高橋 豊会員 

第２６９４回例会 

≪ガバナー公式訪問 千葉港ＲＣ合同≫ 

日 時⇒ ２０１９年１０月１１日(金) 点鐘１２：３０ 

会 場⇒ 京成ホテル ミラマーレ 

 

会報担当：藤井 良成 


