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２０１９-２０年度 

第２６８６回 
２０１９年８月２日（金）点鐘１２：３０ ≪晴れ≫ 

◆国歌斉唱    『君が代』 

◆ロータリーソング『奉仕の理想』      

◆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                 

◇ 東京東江戸川ＲＣ  嶋村 文男様 

◇ 東京臨海ＲＣ     今井  忠様 

◇ ロータリー米山奨学生  ノミンさん 

◆会長挨拶及び報告       杉本 峰康会長  

みなさんこんにちは。 

本日は東京東江戸川ＲＣ

嶋村文雄様、東京臨海ＲＣ今

井忠様、米山奨学生・ノミンさ

ん、ようこそお越しいただきま

した。 

本日は理事会がございま

したのでご報告させていただ

きます。 

 

①大連障害者施設支援プロジェクトの件ですが、８月

１７～１９日に会長、酒井幹事、五十嵐直前会長で事前

準備訪問を致します。本事業は９月１５日～１７日ですが、

その際クラブから皆様の代表として渡航していただきま

すので、クラブ予算から交通費を補助できるよう可決承

認いただきました。 

②台湾高雄博愛ＲＣより、８名で来葉されます。２９日

に来日、成田空港からそのまま房総観光をして夜は歓

迎会を行います。そして、３０日の夜例会にご参加いた

だき、３１日に帰国されます。また、今後のスケジュール

ですが、１２月に我々が高雄を訪問し、姉妹クラブ締結

式に臨みます。また、来年６月に会長交代式に招待され

る予定です。姉妹締結プロジェクト予算として、積立金よ

り１００万円の予算を計上させていただきました。 

③出席審議会でメーキャップに関するルールを従来

の１４日以内から１年間有効とする事が決定されておりま 

 

すが、地区よりこれでは出席率の実態把握が難しいとの

ことで、推奨として今まで通り毎月の出席率は２週間前

後のメーキャップで提出し、また半年後も同じく集計する

こととし、最後一年間の報告だけ出席審議会の方針どお

りの報告とすることと致しました。 

④前回の懇親夜例会が大成功に終わり、有難うござ

いました。また予算も少額で実施できたことに対し、親睦

活動委員会・水野委員長をはじめ委員の皆様に感謝申

し上げます。 

⑤国際里山の集いの件ですが、主催は千葉南ＲＣで

地区はバックアップという位置づけとなります。尚、詳細

に関しては８月５日夕方の打ち合わせにて決定します。 

 

◆お客様ご挨拶                  

≪東京東江戸川ＲＣ 嶋村 文男様≫ 

 みなさまこんにちは。おとな

りの第２５８０地区より参りまし

た。７月２８～２９日、小見川に

てホストクラブとして第５６回イ

ンターアクト年次大会を開催さ

せていただきました。１７年振り

の開催でしたが、その際、三

神さんにご配慮いただき成功

裏に終わりその御礼に参りま

した。 

ありがとうございました。 

 

≪東京臨海ＲＣ  今井 忠様≫ 

 みなさまはじめまして。わ

たくし、橋岡ガバナー年度

の野池幹事長の同期でござ

います。本日は嶋村ガバナ

ー補佐のお付きで参りまし

た。先日、柏西ＲＣに訪問し

た際、三神さんより「うちにも

来てよ」との事でしたのでお

邪魔しました。本日バナー
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を忘れてしまいましたので、次回改めてバナーを持参し

ます。貴重なお時間を有難うございます。 

 

≪米山奨学生  ノミンさん≫ 

 みなさんこんにちは。 

前回は、夜例会に参加させ

ていただき有難うございまし

た。とても楽しかったです。 

毎月月初に皆様とお会い

できるのをいつも楽しみに

しております。これからも頑

張りますので宜しくお願い

申し上げます。 

 

◆委員会報告                   

 親睦活動委員会より 

 （担当：清水清子委員） 

野球観戦の件。今回は例会

を兼ねておりますので、ぜひ

ご参加をお願いいたします。１

５時３０分に集合し、選手との

交流ののち、１７時より例会を

開始いたします。試合開始は

１８時１５分。対戦相手はソフト

バンクホークスです。 

試合中止の場合は湾岸食堂にて例会を実施致します。

皆様宜しくお願い申し上げます。 

 

◆幹事報告           酒井 秀大幹事  

 会長よりもご報告がございまし

たが、８月２９～３１日に台湾・高

雄博愛ＲＣの皆様がお越しにな

られます。全員で歓迎したいと

思います。８月２９日（木）午前

に成田空港に到着となりますが、

その際は空港でお出迎えを行

い、その後、房総観光を致しま

す。夜は歓迎会（食事会）を行

います。翌３０日（金）は歓迎夜

例会です。皆様欠席せずにご参加お願いします。また３

１日（土）に帰国されます。その際、成田空港でお見送り

をいたします。次回の例会で出欠を確認させていただき

ますので、皆様のご参加をお願い致します。 

 

◆８月度 誕生日祝い・結婚記念日祝い       

 

≪誕生日祝い≫ 

  松丸隆一会員、岡田勝利会員、河原大輔会員 

 小林 透会員、高橋 豊会員 

≪結婚記念日≫ 

酒井秀大会員 

◆ニコニコボックス報告              

≪東京東江戸川ＲＣ・嶋村 文男様≫ 

初めてメーキャップさせていただきます。５/２８～２９日

のＲＩＤ２５８０「第 56 回地区ＩＡＣ年次大会」開催にあたり、

香取市の「千葉県立水郷小見川少年自然の家」の予約

に際し、三神さんに大変お世話になり、無事終了いたし

ました。本日はそのお礼に伺いました。ロータリーの友情

に感謝です。 

 

≪東京臨海ＲＣ・今井忠様≫ 

初めて訪問させていただきます。本日はお世話になり

ます。三神様、いつもお心遣い、有難うございます。 

 

≪杉本 峰康会長・酒井 秀大幹事≫ 

梅雨が明けたとたんに厳しい暑さが待ち受けており、

外に出ると、モワーﾂと感でへとへとになりそうな毎日で

す。皆様のなお一層のご自愛をお祈りいたします。 

 

≪植松 省自会員≫ 

１ヶ月以上休んでしまい、申し訳ありません。これから

は、なるべく出席できるよう努力します。 

 

≪大塚 裕正会員≫ 

７月２６日に孫が生まれました。名前は、「文太」とかい

て「アヤタ」と読むそうです。これからもよろしく！！ 

 

 

 

◆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。 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 12,000 円 累計 75,000 円 

金の箱 100 円 累計 536 円 

ポリオ・プラス 0 円 累計 0 円 

出席者数 

２９名 

欠席者数 

１８名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

 ３名 

７/１２ 修正出席率 

７３．３３ ％ 

千葉ＲＣ 月 8/26 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 8/13・8/27 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 8/13・8/20 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 8/14 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 8/15・8/22 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 ― 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



本日の卓話 

 

演 題⇒「会員増強について」 

会員増強委員長 向後 保雄会員 

 

 

今月は会員増強月間

ですので、委員長として

お話をさせていただき

ます。「ロータリーの友」

に横浜中ＲＣの９１歳

の拡大増強委員長であ

る杉島氏のお話がでて

おりましたので、その内

容も含めながらお話い

たします。 

会員増強委員会ですが、私が委員長で副委員長は

水野会員、委員は北原会員に竹尾会員の４名で構成

されております。 

まず、杉島氏のお話では、会員増強は中堅会員だ

けが行うわけではなく、会員全員で行うものである

とおっしゃっております。今現在、会員数は４７名

ですが、６０周年を会員数６０名で迎えるという目

標がありますので、４年間で１３名増強となります

と、毎年３～４名の増強が必要です。今年、既に８

月ですが残りの１０カ月の間にいかに３～４名を獲

得していくかが課題です。 

次にロータリークラブは、奉仕団体ですので、た

だ闇雲にお声掛けするのではなく「奉仕活動に理解

ある人」を会員募集しなくてはならないと仰ってお

ります。 

また、クラブの勧誘用リーフレットを作成し、こ

の人はと思う人にお渡ししていくことを推奨されて

おられます。私も委員長として作成しなくてはなら

ないと思いましたので、特に１２月開催のオープン

例会にゲストの方々をお誘いするにあたってもぜひ

利用したいので、なんとか印刷を間に合わせたいと

思います。広報委員会とも連携して行いたいと思い

ます。 

ここで先輩として、竹尾会員にアドバイスをいた

だきたいと思います。（以下、竹尾会員）今までは全

員で増強しておりました。向後委員長も頑張ってお

られますので、皆様宜しくお願いします。 

伊藤会員にもぜひアドバイスをお願いします。（以

下、伊藤会員）同じ業界の人をはじめ、自分なりの

リストアップをしてみてはいかがでしょうか。私自

身もお声掛けしたい方２名の名刺を常に持ち歩いて

おります。また、金融機関の経営者会に良い方がお

られるので、一緒に食事をしたり、交流しながらお

誘いしてみてはいかがでしょうか。 

また、今年１２月１３日（金）に当クラブ初の試

みとなる「オープン例会」を実施いたします。小林

会員が発案され開催されることになりましたが、通

常例会にゲスト参加する際は、参加費がかかります

が、このオープン例会では、会費はクラブが負担し

ます。１０名程度で入会の可能性のあるゲストを呼

んで増強につなげたいと思います。当日は千葉フィ

ルハーモニーの指揮者の山下一史氏に卓話をお願い

しております。なかなか来て頂けない方です。今回

は藤井会員のご尽力によりお越しいただくこととな

りましたので、ぜひ会員の皆様全員でお声掛けをお

願い致します。 

では、ここでゲストの皆様にぜひアイディアをい

ただきたいと思います。まずは嶋村様にお願いしま

す。 

（以下、ゲスト嶋村様）職業分類の空いているとこ

ろを皆で書きあうというのはいかがでしょうか。ま

た、ロータリーの素晴らしさをいかに伝えるかとい

うことをクラブ内で話し合うことも有効だと思いま

す。また、米山留学生がいらっしゃいますので、大

学関係者の方とのつながりを持つことも良いのでは

ないかと思います。 

つづきまして、今井様、よろしくお願いいたしま

す。 

（以下、ゲスト今井様）私、２５８０地区の拡大

増強副委員長を拝命されておりますが、嶋村ガバナ

ー補佐の仰った職業分類表ですが、空いているとこ

ろの職種の方にアプローチしていくことは基本中の

基本であるとおもいます。また、他地域の事例では、

那覇ＲＣが２年間で３５名ほど増強しましたが、Ｊ

Ｃの会頭を経験した人（日本青年会議所第５８代会

頭・安里繁信氏）が、ＪＣを中心にメンバーを勧誘

しました。秋川ＲＣの斉藤君という方が「若手の会」

を発足し、ロータリーの名前は出さずに地域の若手

経営者を集めたが、その中で少しずつロータリーに

お誘いし、３５名のクラブが５０名になった実例も

あります。皆さん全員野球で知恵を出し合えばうま

くいくと思います。 

皆様、素晴らしいご意見を有難うございました。

６０周年を６０名で迎えるために私も頑張って参り

ますので、皆様、ぜひ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

第２６８７回例会 

日 時⇒ ２０１９年８月９日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 会員卓話  吉田 裕成会員 

第２６８８回例会 

≪野球観戦移動例会≫    集合 15：30 

日 時⇒ ２０１９年８月２３日(金) 点鐘１７：００ 

会 場⇒ ＺＯＺＯマリンスタジアム 

 

≪会報当番：今井 太志≫ 


