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THE ROTARY CLUB OF CHOSHI 

創 立 昭和32年３月２３日 

RI承認 昭和32年４月１５日 

会 長 島 田 洋二郎 

副会長 松 本 恭 一 

幹 事 石 毛   充 

会 計 金 子 芳 則 

例会日時 毎週水曜 12:30～ 

例会場  銚子商工会館５F大会議室 

事務所  銚子市三軒町19-4 

     銚子商工会館4階 

電 話  0479-23-0750 

ファクス 0479-25-8789 

E‐mail  rotary@choshinet.or.jp 

URL http://www.tcs-net.ne.jp/~crc   

2016～2017年度 ＲＩテーマ 

人類に奉仕するロータリー 

ROTARY SERVING HUMANITY  

2016〜2017ＲＩ会長 ジョンF.ジャーム 

 

国際ロータリー第2790地区 

銚子ロータリークラブ会報 

第２７９０地区 

ガバナー 青木貞雄 (成田コスモポリタンＲＣ)  

広報・会報委員会 委員長 信太 秀紀 

委  員 金子 芳則  

 
 

、兒玉 英子  

今週のプログラム 

「五大奉仕委員長退任挨拶」 

松本 恭一クラブ奉仕委員長 

佐藤 直子職業奉仕委員長 

金島  弘社会奉仕委員長 

髙木 浩一国際奉仕委員長 

田中 英子青少年奉仕委員長 

前回例会報告（６月１４日） 

夜間移動例会 新旧クラブ協議会 

会 場：太陽の里 

点鐘１８時：島田 洋二郎会長 

 

 

 

ロータリーソング：我等の生業 

四つのテスト唱和   

ビジターなし 

 

 

 

会長挨拶 
6 月第 2 週、本年度の例会は今日の夜間移動

例会を含め、あと 3回となりました。前年度ま

では松岸の「キャルネド・サントゥール」で開

催をしていましたが、今年は「太陽の里」での

開催ということになります。また加えて、「新

旧クラブ協議会」の開催です。本年度最後のク

ラブ協議会、皆様の活動の報告の場となります。

このクラブ協議会、新しいメンバーの皆様にこ

こで簡単に説明をしたいと思います。 

まずその目的ですが、会長がクラブ役員、会

員、委員に情報を伝達することが一つの目的で

す。4 月の地区研修協議会の結果を受け、次年

度会長（会長エレクト）が当年度の活動方針を

示し、委員会の活動方針を決定していくための

クラブ協議会、これが実質的には第１回目の協

議会になります。これは松本会長エレクトのも

と 5月にすでに終了しています。 

そして 7月、新年度に入り、その年度内の活

動を採択するのが第 2回目のクラブ協議会です。

銚子ロータリークラブは次年度も 5大奉仕委員

会ですので、その小委員会までの委員会活動方

針が決定をします。 

第 3回のクラブ協議会はガバナーの公式訪問

の 2週間前にクラブ協議会を開催することとな

っています。この 2週間前は、分区のガバナー

補佐の公式訪問となり、ガバナー補佐はガバナ

ーの方針を伝え、クラブ協議会での各クラブの

情報を 2週間後のガバナー公式訪問に役立出せ

ることとします。 
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第 4回のクラブ協議会が「ガバナー公式訪問」

の際となります。公式訪問では、例会前の１時

間、本年度と次年度の会長・幹事とともに懇談

会も開かれます。クラブの状況や国際ロータリ

ーについての話し合いの場も持たれますが、会

員皆様にはこのガバナー公式訪問の際のクラ

ブ協議会では、疑問があればどんどん質問をし

て頂ければと思います。 

そして国際ロータリーの推奨としてクラブ

協議会は地区大会後、また、年度の半ばにクラ

ブの目標への進展状況などを話し合う場を設

けることと記されています。ということで、ク

ラブ協議会の開催は一般的に 4～6 回の開催と

なります。銚子ロータリークラブでは通常、今

日の新旧を含めて 5回クラブ協議会を開催して

いますが、自分が入会してからこれまで 6回開

いたことが一度有ります。大岩さんが会長の時、

クラブフォーラムとして形を変えて、当時ガバ

ナーノミニーでいらっしゃった織田吉郎会員

の提案で「CLP・クラブリーダーシッププラン」

についてのテーブルディスカッションが開催

されました。この時期は大阪ロータリークラブ

の田中毅氏（銚子での地区大会では RI 会長代

理でした）がリーダーとなっている「源流の会」

でロータリーの危機が叫ばれている時でした。 

今お話をしたクラブ協議会については 2007

年版の「手続要覧」では確認することが出来ま

したが、その後のそれには掲載されていないの

が残念です。 

例会終了後、早速最終のクラブ協議会となり

ます。青少年奉仕、職業奉仕委員会はあと一つ

「出前教室」という事業を残していますが、今

日のクラブ協議会、委員会の皆さんの活動報告

が、次年度に良い形で引き継がれていくことを

お願いし、会長挨拶とさせて頂きます。 

幹 事 報 告 
【週報拝受】八日市場ＲＣ、成田空港南ＲＣ 

1. 第 14回ロータリー韓日親善会議のご案内 

2. 2017-18年度クラブの目標入力のお願い 

…ガバナーエレクト事務所 

3. ハイライトよねやま ２０７ 

…米山記念奨学会 

4. Ｒ情報研修会・ＩＭ報告書拝受 

…第７分区 G補佐 

5. 創立６０周年記念誌拝受…茂原ＲＣ 

6. 平成 29年度千葉県「ﾀﾞﾒ。ｾﾞｯﾀｲ。」普及運動

および国連支援募金運動に実施について 

…海匝保健所地区協議会 

7. 第 28回納涼盆踊り大会のご案内 

…さざんか園 

 

 

例会終了後、猿田正城パスト会長をリーダーに 

迎えて、各委員長より今年度活動報告の発表が

されました。 

 

16-17 年度委員会活動報告 

 

1. クラブ奉仕委員会 松本 恭一 委員長 

2. 例会運営委員会  高瀬 幸雄 委員長 

3. 親睦活動委員会    遠山 靖士 委員長 

（代理）永澤 信会員 

4. 会員増強委員会  櫻井 公恵 委員長 

5. 広報・会報委員会 信太 秀紀 委員長 

6. 職業奉仕委員会  佐藤 直子 委員長 

7. クラブ研修委員会 高橋 宏資 委員長 

8. クラブ情報委員会 宮内 龍雄 委員長 

9. 社会奉仕委員会  金島  弘 委員長 

10. 地域・環境保全委員会 宮内 秀章 委員長 

11. 国際奉仕委員会  髙木 浩一 委員長 

12. Ｒ財団委員会   上総 泰茂 委員長 

13. 米山記念奨学会委員会大里 忠弘 委員長 

14. 青少年奉仕委員会  田中 英子 委員長 

            （代理）丸山泰典副委員長 

15. ＲＡＣ委員会    丸山 泰典 委員長 

16. 60 周年記念実行委員会青野 秀樹 委員長 

17. ＳＡＡ      小林 昭弘 ＳＡＡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新旧クラブ協議会 

会 
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島田洋二郎会長の挨拶につづき 

乾杯は 
青野秀樹パスト会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

懇 親 会 

 

寺内忠正新会員挨拶 

 

閉会挨拶松本恭一次年度会長 

 

 

最後に 

手に手つないで

唱和 
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【出席報告】１００％ 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｍ Ｕ】  

6/14八街 RC 金子君 

6/15ＲＡＣ 丸山君・寺内君 

6/18茂原ＲＡＣ  丸山君 

6/19ＲＬＩ 石毛君・髙木君 

 

【ニコニコ】移動例会のためなし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第２回新入会員オリエンテーション】 

６月１３日（火）１８時３０分～入会３年未満の

会員６名出席し、新入会員オリエンテーションが

銚子プラザホテルに於いて行われました。 

 

石毛幹事による☞RLI方式ディスカッション 

高橋クラブ研修委員長による☞ 

ロータリー豆知識 

 

出席者：３年未満  

小林会員・高橋宏明会員・副島会員 

永澤会員・石毛英俊会員・寺内会員 

島田会長・石毛幹事・松本副会長 

高橋宏資クラブ研修委員長 

宮内龍雄クラブ情報委員長 

ニコニコ BOX ￥ ― 計 ￥486,000 

スモールコイン ￥ ―  計 ￥ 52,883 

米山 BOX ￥ ―  計 ￥ 51,861  

希望の風 ￥ ―  計 ￥321,400 

次週のプログラム（６月２８日） 

「会長・幹事退任挨拶」 

島田 洋二郎会長 

石 毛  充幹事 

お弁当：茂利戸家（鰻丼） 

      

 

 


