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R.I会長　イアンＨ．Ｓ．ライズリー

　　例会場：新日鐵住金(株)技術開発本部　富津クラブ　

Office 　　  　　 　千葉県富津市新富20-1

          20-1 Shintomi，Futtsu shi, Chiba ken  　　TEL：0439-80-2525

          TEL 0439-80-2525 　　事務所：新日鐵住金(株)技術開発本部　富津クラブ　

　  　　　 　千葉県富津市新富20-1

 　　TEL：0439-80-2525

Meeting Place 　　例会日：　 水曜日     　 12：30～13：30

          Ｆuttu club ,at12:30, Wednesday at 18:00,Last Meetings 　　　　　　　 最終例会　  18：00～19：00

第２７９０地区ガバナー 寺嶋　哲生（柏ＲＣ）

第４分区ガバナー補佐 内田　稔　（木更津東ＲＣ）

富津シティＲ．Ｃ会長 立石　泰之

　　　〃　　　　副会長 椎津　裕貴

　　　〃　　　　幹事 高木　一彦

　　　〃　　　　SAA 遠藤　和夫 　 会長　　　　 副会長 　　　 幹事　 　 　ＳＡＡ　　

ＳＡＡ 遠藤　和夫会員 ソング

「奉仕の理想」

点鐘　　 椎津　裕貴副会長 ソングリーダー　

　　　　　高木　一彦会員

【会長挨拶】 椎津　裕貴副会長　代読による挨拶

　皆さん、こんにちは。いつも大変お世話になっております。

本日は川崎マリーンロータリークラブから小枝義夫会長をはじめたくさんの

方の訪問、誠にありがとうございます。いつも川崎マリーンロータリークラ

ブに行った時には良くして頂きましてありがとうございます。今年度の会長

職を仰せつかりました立石泰之と申します。本日は仕事の都合で例会に出席

できませんことをお詫び申し上げます。今後もご指導宜しくお願い致します。

これまでも副会長の役職を頂きまして、あまりクラブに対してお役に立ちま

せんでしたが、これからはクラブ全体の舵取り役という重責をお引き受けす

るのは身の引き締まる思いが致します。

７月８月は、自分の仕事であります花火の繫忙期です。毎日とても暑い日が続きますが楽しく仕事をしています。い

つもより動くので５キロほどダイエットしました。地元の富津市民花火大会は今週の土曜日ですので快晴の天気で行

えるように毎日思っています。

川崎マリーンロータリークラブの鎌倉散策や川崎大師参拝は毎年の楽しみです。

自分はロータリクラブの入会歴は5年目ほどです。お世辞にもロータリーを勉強しているとは言えません。皆様に教

広報委員会 佐々木敏郎　和田充敏　窪田謙　竹内謙治　高木一彦
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えを請うことや不慣れなこともたくさんありますが、お力添えをいただきたく存じます。約1年間、ご指導ご協力を

お願い致します。

【お客様】

　川崎マリーンロータリークラブ

　会　　　　長　　　　　小枝　義夫　様

　幹　　　　事　　　　　増田　洋一　様

　親睦活動委員長　　　　林　　伸彦　様

　(友好クラブ担当)　　 　松中　秀司　様

　　　　　　　　　　　　福嶋　安行　様

　　　　　　　　　　　　増田　敏雄　様

　　　　　　　　　　　　野口　四郎　様

　　　　　　　　　　　　鈴木　慎二郎様

　　　　　　　　　　　　山﨑　美津夫様

　R.I.D.2590ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ  　轟   　淳次　様

　表敬訪問にお越し下さり誠に有難うございました

【お客様挨拶】 表敬訪問の挨拶をいただきました。

　　川崎マリーンRC会長　小枝　義夫　様 川崎マリーンRC幹事　増田　洋一　様

　川崎マリーンRC親睦活動委員長 R.I.D.2590　ガバナーノミニー

　　　　　　　　　　　　林　　伸彦　様 　　（川崎マリーンRC）　轟   　淳次　様

　 今年度の鎌倉散策は11月２日（木）

満鉄総裁山本条太郎氏の邸宅見学
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【幹事報告】 　高木　一彦幹事

　皆さんこんにちは、本日は小枝会長をはじめといたします川崎マリーンロータリークラブの皆様、富津シティロー

タリークラブにお越しいただきありがとうございます。２年弱という短いロータリー歴ではありますが、幹事という

役職を経験させていただき、少しでも早く皆様のようなロータリアンになりたいと思っております。それでは幹事報

告をさせていただきます。

・ガバナー事務所より、米山記念奨学委員会2017-18年度　クラブ米山記念奨学委員会セミナーの案内が来ておりま

　す。日時場所は8月26日（土）千葉商工会議所大ホールとなっていますので該当者はスケジュール調整お願いいた

　します。

・ガバナー事務所より、第51回インターアクト年次大会の案内が来ております。日時場所は8月26日（土）市原市勤

　労会館となっています。回覧しますのでご確認ください。

・ガバナー事務所より、九州北部豪雨災害に対する義援金のお願いの案内が来ております。義援金の拠出の判断は各

　クラブに一任となっております。回覧いたしますのでご確認ください。

・千葉北ロータリークラブより、創立20周年記念事業の案内が来ております。回覧いたしますのでご確認ください。

・上総ロータリークラブより週報が届いております。回覧いたしますのでご確認ください。

以上で幹事報告を終わります。

【委員会報告】

・ＩＴ広報公共委員会　　　竹内　謙治会員

・クラブ管理運営委員会　　竹内　謙治会員

　①IT広報公共委員会（HP担当）

 　ホームページ開設における最終報告（別紙参照）

　②クラブ管理運営委員会（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ担当）

　 2017-18年度年間活動計画について

　　・クラブ管理運営委員会　　渡邉　敏　会員

　 川崎マリーンRCとの親睦ゴルフ大会について

 　荏原製作所富津事業所納涼祭のご案内
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【年間活動計画発表】　

・会員増強退会防止委員会　　三井　徹　会員

活動方針

　労働者人口減少が続き、会員増強は厳しい状況ですが、

ロータリー活動を理解し、新規参加メンバー発掘の為の

具体的な方法を策定し、活動を進めます。

活動計画

◆会員増強退会防止◆

　１．増強のため、入会者数だけをおうことではなく、当ク

　　ラブの奉仕活動に理解をしてもらうことから始める。

　２．知人・友人・会員を通じてロータリーに興味があり賛

　　同したいと思っている方を紹介していただく。

３．退会者の防止に努める。

４．炉辺会談及び他の委員会と意見交換を行い情報を共有する。

５．新入会員に対して各委員会とともにオリエンテーションを行う。

◆会員選考◆

　推薦された会員予定者を人格、職業、社会的世評などについて検討し、ロータリアンとして適格であると思われる

　人を理事会に報告する。

・奉仕プロジェクト委員会　　宮崎　晴幸会員

活動方針

　私たちは、様々な職業人が集まり、会員としてフェローシッ

プ（親睦）を図りながら、ロータリアンとしての誇りを持ち

地域に社会に、人々に奉仕の精神で融合し、ロータリアンとし

て２０１７－１８年度奉仕プロジェクト委員会は活動します。

　今年は会長方針の元、地域に根付く「クモ相撲」の新規支援

や駅前清掃を通じ社会奉仕活動の更なる貢献を行います。国際

奉仕活動も従来より支援をしているベトナム孤児院支援や東日

本被災地支援を通じ現地と交流できますように企画し、委員一

同で達成したいと考えております。

　地域奉仕を通じ未来を担う富津地区の新世代の皆さんとの交流も今年度各種活動を支援し、さらなる交流を目指し

ます。

　米山奨学会の活動も新たに見つめ直し、活動を継続します。

　奉仕プロジェクト委員会の各主事業に会員各位のご支援を宜しくお願いします。

【ロータリーの友　情報】 ＩＴ広報公共委員会　　佐々木　敏郎会員

７月号：　ＲＩより

1.　 今年度の新たなる「友」編集目標(P.３)

・今年度は新編集長の下、6点を重点的に編集変更します。(ポイントのみ)

　１．「New　Generation」の連載を開始します

　　　ロータリープログラムに参加している、また参加したことのある

　　　１０～３０代の人に未来の夢に向かって努力していることを報告して

　　　もらい、ロータリーが育んだ若者の成長を写真とともに紹介します。

　　　→P45　「好きな陸上競技と向き合って」　「私の夢」
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　２．「私の一冊」の連載を開始します

　　　最近読んで感動した本、人生を変えた一冊、思い入れの深い一冊を、毎月2冊紹介します。

　３．「声」を紹介します

　　　「友」に関する建設的な意見、感想、質問を掲載するページを設けます。

　　　気軽に感想を寄せてもらえるよう、文字数は200字数以内に限定。

２.　指定記事　RI会長メッセージ(P.7～)　人と人とをつなぐ　the　SOCIAL　NETWORKER

・ご一読を

・P19　2017-2018年国際ロータリーのテーマ

　ロータリー：変化をもたらす（RI世界本部公式訳　イアンH.S.ライズリー会長）

　ロータリーとは何ですか？の質問に・・・思わず止まってしまいました。問題はロータリーがあまりに大きく、複雑

　すぎて簡単に説明できないことでした。

　　略

　組織として、私たちは、ロータリーは何か、何をするのかを世界に理解してもらうことが、いかに重要であるかを認

　識しています。同時に、各クラブがロータリー奉仕を独自に定義することが、かつてないほど重要であると自覚して

　います。ロータリアンである私たちは、これまでよりも柔軟に、クラブの例会、活動、発展の方法を決定でき、また、

　もっと多くの女性や多様な会員を迎え入れて、地域社会の特色をクラブに映し出すことに力を注いでいます。　

　　略

３．ガバナーの横顔　寺嶋哲生ガバナー　　(P.２５～)

・第2790地区

・歯学部に学び、学生時代は空手部に所属するなど、一見硬派に見えるが、人懐こく人情味にあふれ、面倒見のいい男で

　ある。マージャンや競馬を楽しむなど遊び心もあり、カラオケでは川島英五を熱唱する。

・ご一読を

４．「ロータリー日本100年史」の発刊が近づいてきました（P.44）

・ロータリー日本100年史編纂委員会では「ロータリー日本100年史」2020年の発刊に向け、、、、

　あるロータリー前史

　ポール・ハリス、アーサ・セルトン、そして米山梅吉。

　3人は同じ年に生まれている（明治元年　慶応四年　西暦で1868年）

　シカゴバンコク博覧会

・ご一読を

５．卓話の泉(P.75)イルカの調教について　新江の島水族館　展示飼育部海獣類チーム　サブリーダー　大下　勲

・トレーナーが求める行動を動物が行ったら褒めます。ひたすら褒めてジャンプなどの様々な行動を教えていきます。

　「やってはいけない」ことを教えることはできません。

・魚を与えるだけでは動物は言うことを聞きません。トレーナーと一緒にいることが楽しくなければどこかへ行ってし

　まいます。

６．減塩と健康寿命(P.89～)

・自治医科大学名誉教授　梶井　英治

・私たちは塩分を取らずには生きていかれません。とはいえ取りすぎは悪循環の始まり。そこで、塩分を通して

　皆が健康で過ごしていこう、地域社会を良くしていこう、お互いがお互いを大切にしていこう、というムーブ

　メントはすでにおこっています。これこそが、街づくりそのものへもつながっていくのではないか、と私は思

　っています。

以上、ロータリーの友＜2017年７月号＞より情報を抜粋してお届けしました

（文責：佐々木　敏郎）
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【その他報告等】 山口　稔　会員

　特別養護老人ホーム　玄々堂亀田の郷について

【ニコニコボックス】　 クラブ管理運営委員会 宮崎　晴幸会員

川崎マリーンRC… 新年度表敬訪問に参りました。

会長　小枝　義夫様 貴クラブのご隆盛を心より祈念申し上げます。

幹事　増田　洋一様 一年間宜しくお願い申し上げます。

川崎マリーンRC様…新年度表敬訪問に参りました。

和田　充敏会員… 小枝会長、増田幹事、川崎マリーンロータリーの皆様ようこそ。

昨年は大変お世話になりました。本年度も宜しくお願い致します。

竹内　謙治会員… 川崎マリーンRCの皆様、ようこそお越し下さいました。

今年度も宜しくお願いいたします。

秋山　和彦会員… 川崎マリーンRC皆様、大変暑い中いつも大挙してご出席頂き深い友情を感じます。

有難うございました。

山口　稔　会員… 川崎マリーンの皆様、ようこそ。立石年度も宜しくお願いいたします。

佐々木敏郎会員… 川崎マリーンRCの皆様、暑い中遠くまでお越し頂きありがとうございます。

今後も両クラブの発展を祈っています。よろしくお願いします。

窪田　謙　会員… 川崎マリーンRC小枝会長、増田幹事をはじめマリーンRCの皆様、本日はようこそ

我富津シティRCに。表敬訪問に来て頂きありがとうございます。

本年度も宜しくお願い致します。

宮崎　晴幸会員… 小枝会長、増田幹事を始めとする川崎マリーンの皆様ようこそおいで下さいました。

これからも宜しくお願い致します。

椎津　裕貴会員… 川崎マリーンの皆様ようこそ！

本日のニコニコ 28,000円

　　　累計金額 48,000円

【出席報告】 クラブ管理運営委員会　　宮崎　晴幸会員

区分 出席 欠席 出席率

今回 12 3 80.0%

前回 14 2 87.5%

　　- ６ -

16 0

会員数 make up

15 0


