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皆さんこんにちは。 
会長挨拶の前に、今週の銚子ロータリークラブの
主な出来事を報告させていただきます。 
先日、6月26日、茂利戸屋さんで会長幹事慰労会
と新会長幹事激励会又新入会員白濱龍興会員の歓迎
会が行われました。多数の参加で有難う御座いました。 
新入会員の白濱龍興さんに関しては何も言うこと
がありません。先日早速質問されてしまいました。
「ロータリーの年度初めは、どうして7月ですか？」
問題です。私は必死に探しました。これには立派な
根拠がありました。この件について皆さん、確信の
ない方はどうか新会員、白濱龍興さんに聞いてくだ
さい、と言うわけです。

今週のプログラム

『五大奉仕委員長就任挨拶』

　信　太　秀　紀　　クラブ奉仕委員長
　高　木　浩　一　　職業奉仕委員長
　大　岩　將　道　　社会奉仕委員長
　高　橋　宏　資　　国際奉仕委員長
　宮　内　龍　雄　　青少年奉仕委員長

前回の例会報告（7月3日）

点鐘：宮　内　　榮　会長
ロータリーソング：国歌 君が代　奉仕の理想

新旧会長幹事バッジ交換

会長挨拶会長挨拶
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7月2日は千葉科学大学ローターアクト第一例会
があり出席してきました。 
さて、新年度を迎えるに当たり、会長就任の挨拶
を申し上げます。これから1年間、宮内秀章幹事と
共に宜しく御願い申し上げます。前年度会長大里忠
弘さん、幹事の金島弘さん、1年間ご苦労様でした。 
今後は、私たちのよきアドバイサーになって頂けま
すように、この席をお借りして御願いいたします。 
私は今年3月のPETS（会長エレクトセミナー）と
4月の地区協議会に参加して、ロータリーの勉強を
してきましたが良く理解できないところも多々有り
ますので宜しく願います。
さて、2013‒2014年度、国際ロータリー会長ロン
Ｄ.バートン氏のメッセージは〈ロータリーを実践し 
皆に豊かな人生を〉です。この意味は次のように解
説しています。
私たちは皆、世界をより良くする活動に自ら参加
する為に、ロータリーに入会しました。人生におけ
るあらゆる物事と同じように、ロータリーの奉仕で
は、努力すればするほど、多くを得ることが出来ま
す。形だけの努力なら、たいした成果は上がりませ
ん、本当の満足感は得られないでしょう。しかし、
ロータリーを真に実践し、ロータリーの価値観を日々
活かす決意をすれば、自分がいかに素晴しい影響を
もたらすことが出来るか見えてくるでしょう。 
そうして初めて、人々の人生を真に豊かにしよう
というインスピレーション、やる気、パワーが沸く
のです。そして何よりも、あなた自身の人生が豊か
になるはずです。皆さんは、ロータリーの襟ピンを
身に付ける事を選択しました。これからどうするか
皆さん次第です。と結んでいます。 
ロータリーの重要な活動に五大奉仕委員会があり
ます。この五大奉仕委員会については、次回の例会、
五大奉仕委員長就任挨拶又はクラブ協議会で各委員
長さんより、各委員会の役割と、計画についてお話
があると思います。今年はRI会長の方針に沿って
クラブと銚子という地域に合った活動を考えながら、
ロータリーの五大奉仕について、先日の歓送迎会に
て、小田島國博パスト会長が言っておりました。こ
れを5本の矢に喩えた名言であります。この5本の
矢を各委員長さんが力強く実践されることを御願い
致します。 
そして何よりも、居心地が良く、楽しいクラブを
作るために、自分がされたら嫌だと思うことは人に
しないという思いやりの精神が重要だとおもいます。
お互い思いやりをもって、クラブの活動と行動を御
願いして第一回会長挨拶とさせていただきます。

いよいよ今月1日より幹事という大役を仰せつか
り非常に緊張しております。
さて、今日は前回の卓話で地区協議会に参加して
というテーマの中でお話ししました、崎山パストガ
バナーの幹事の心得の中から私なりにいくつか選ん
だ事に沿って話したいと思います。
まず1つ目は、この一年間に事務の基本を身につ
けるつもりで臨むこと。私は、仕事の中でも事務的
なものは人任せにしてしまうことも多いので、この
一年は是非自分の勉強のつもりで頑張りたいと思い
ます。
2つ目は、届けられる書籍には必ず目を通し、疑

問があれば、ただちにガバナー事務所をはじめ日本
事務局にただしておくこと。担当年度前からメール
等沢山送られてきました。こんなにもとびっくりす
るくらい送られてきますが、目を通す様努力し、皆
さんと少しでも情報の共有できるよう努めたいと思
います。
3つ目はクラブ活動の動向を随時確認し、必要で

あれば手を打つこと。この手を打つという意味は非
常に難しいことですが、クラブ内での問題や解らな
いことがあった場合は、当クラブには大先輩が沢山
いらっしゃいますので相談や確認しながら進めたい
と思います。
4つ目は、いかなる時も事務局任せにしないで、

事務局と連絡をとりＲＩ地区に対し義務付けられて
いる報告等を確認すること。非常に耳が痛い所で、
どうしても事務局に任せきりとなってしまうのです
が、なるべく事務局と連絡等を密にとり進めていき
たいと思います。
5つ目は、クラブが効果的に機能する為、年間ス

ケジュールを把握すること。今年度は当初に宮内栄
会長がスケジュールを細かく組んで頂きましたので、
それを基にプログラム委員長を初め　各委員長と調
整していきたいと思います。

幹事就任挨拶幹事就任挨拶
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6つ目は、クラブの管理主体の理事会の実行主体
は幹事と心得る事ということ。年12回ある理事会で
すが各理事から活発な意見等を頂ける様前もっての
準備や理解しやすい資料の添付等を心がけていきた
いと思います。
そして、最後に会長の人柄を見分けること。率先
型か委託型かで幹事の任務分担が変わってくるとい
うことですが、宮内榮会長は両方を持ち備えた素晴
らしい会長であります。これから皆さんの御指導を
頂きまして、宮内榮会長を少しでも支えられるよう
努めていきますので1年間宜しくお願い致します。

⑴　委員会構成変更の件  ...................  原案通り承認
⑵　Ｒ財団寄付の件  ...........................  原案通り承認
⑶　例会日程の件  ...............................  原案通り承認
　　　休会日8月14日・12月25日･ 1月1日・4月30日
⑷　会費、各種負担金の件  ...............  原案通り承認
⑸　取引先金融機関の件  ...................  原案通り承認
⑹　誕生祝い品の件  ......  原案通り承認（エコバック）
⑺　交際費等の件  ...............................  原案通り承認
⑻　同好会、青少年団体補助金の件
　　　　　　　　　  ...........................  原案通り承認
⑼　メーキャップ等の取扱いの件  ............  一部保留
　　　クラブ協議会については継続審議
⑽　関東近県野球大会の件  ...............  原案通り承認
⑾　東ＲＣとの役割分担の件  ...........  原案通り承認
⑿　クラブ活動計画書作成の件  ........  原案通り承認
⒀　ガバナー補佐訪問クラブ協議会の件
　　　　　　......... 原案通り承認　訪問日８月21日
⒁　ガバナー公式訪問クラブ協議会の件
　　　　　　......... 原案通り承認　訪問日９月４日
⒂　第３回定例理事会開催日時変更の件
　　　　　　......... 原案通り承認　８月28日
⒃　千葉科学大学留学生交流会決算案の件
　　　　　　......... 原案通り承認
　　　　　　　　　残金については次回繰越
⒄　７月８月９月プログラムの件  ....  原案通り承認
⒅　石川会員退会承認の件
　　　　　　......... 原案通り承認　７月１日付
⒆　その他
　⒜　希望の風奨学金募金箱の件  ....  原案通り承認
　　　　第１例会募金　年１万円／人目標

週報拝受…銚子東RC、波崎RC

　1. ガバナー月信用報告　　6月末分データの件
　2. 2013年規定審議会決定報告書
　3. 2013年7月半期報告書について
　4. 改正された組織規定文書について
　5. 地区ローターアクト・リーダーのためのガイド
　6. 得居　仁G事務所閉鎖のご案内

以上、（12‒13年度）直前ガバナー事務所

1. 地区協議会冊子について
2. 米山卓話依頼のご案内
3. 国際奉仕・ロータリー財団委員会合同セミナー
開催のご案内

4. 米山記念奨学会カウンセラー研修会のご案内
5. 地区大会記念・フェローシップゴルフ大会のご
案内

6. 委嘱状　拝受
7. 地区関係負担金納入のお願い
8. 財団室NEWS　2013年7月号

以上、ガバナー事務所

・後援申請書  ..................................  銚子市体育協会

★☆★☆ 誕生日おめでとうございます ☆★☆★
高　木　浩　一　会員（7月3日）

★☆★☆ 創業記念日おめでとうございます ☆★☆★
阿天坊　俊明　会員（7月1日）　
岡　根　　清　会員（7月1日）　
栢　尾　　茂　会員（7月1日）　

第1回理事会報告書第1回理事会報告書

幹事報告幹事報告

記念日記念日
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✌ 宮内　榮　会長 ✌　✌ 宮内秀章　幹事 ✌
　新年度会長、幹事よりニコニコをいただきました。
✌ 阿天坊俊明　会員 ✌
　銚子商野球部は12日より夏の甲子園千葉県大会が
始まります。優勝目指し頑張っていますので、応援
よろしくお願いします。
✌ 石川　徹　会員 ✌
　銚子在任中は皆様に大変お世話になり有難うござ
いました。後任の灰

はいたに

谷もよろしくお願いいたします。
✌ 髙瀬幸雄　会員 ✌
　親睦委員を卒業しました。涙、涙、涙…
✌ 青野秀樹　会員 ✌
　2004年～ 5年会長の時、親睦の委員長を務めてく
れた宮内さんが会長になるということで大変嬉しい
です。
✌ 白濱龍興　会員 ✌
　先日は歓迎会ありがとうございました。
✌ 猿田正城　会員 ✌
　先週の例会で喜寿祝いをいただき、有難うござい
ました。
✌ 前年度会報委員会 ✌
　おかげさまで42回分の会報を無事発行することが
出来ました。原稿提出等皆様には大変お世話になり、
ありがとうございました。

ニコニコBOXニコニコBOX

【出席報告】
会員総数　43名　出席計算41名
　出　席　35名　欠席6名　出席率85.4％
　欠　席：栢尾君・宮﨑君・島田君・杉山君　　　
　　　　　田中君・丸山君
【M U】
6/30 船橋西RAC　島田君
7/2 RAC例会　宮内（榮）君・坂本君・内田君
7/2 銚子東RC　大岩君

【ニコニコ】
ニ コ ニ コBOX ￥37,000 計 ￥37,000
スモールコイン ￥ 4,300 計 ￥ 4,300
希 望 の 風 ￥25,800 計 ￥25,800

次回のプログラム（7月17日）
　『出前授業に参加して』
　　植　田　正　義　会員
　　有　村　俊一郎　会員

　　お弁当：フランケット

編　集　後　記
　会員の皆様に、よりスピーディーに読みやすい
形で情報発信をすべく、会報委員会として頑張っ
てまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
　梅雨も明け厳しい暑さが続きます。皆様も体調
管理にはご注意ください。

新旧会長・幹事、新入会員歓迎会、慰労会（6/26茂利戸家にて）

大里会長、金島幹事
笑顔で任期終了されました。
一年間お疲れ様でした。

米山奨学生
「コンニチワ、金ユリです!!」

新入会員の白濱会員
今後ともよろしくお願
いします。

乾杯は加瀬会員
ありがとうございました。

SAA初仕事の植田会員
一年間よろしくお願いします。


