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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 「君が代」

「奉仕の理想」

点鐘　　 立石　泰之会長 ソングリーダー　

　　　　椎津　裕貴会員

【会長挨拶】 立石　泰之会長

　　皆さん、こんにちは。

　本日から１１月例会になります。これからも段々と寒くなってきますの

　でお体を大切に過ごして下さい。先々週に続きまして先週の週末も台風

　が接近しましたが被害の方は大丈夫だったでしょうか。今朝の新聞によ

　りますと台風での被害が千葉県内で２１号、２２号で約３７億６千万円

　に上り過去１０年間の台風での被害額が２番目だったと県が発表しまし

　た。富津市も農作物、ビニールハウスの破損、防潮護岸の破損など甚大

　な被害だと思います。これから養殖海苔のシーズンなのでとても心配で

　す。今月はロータリー財団月間です。先日の10月29日（日）にTKPガー

　デンシティ千葉において２０１７－１８年度国際ロータリー第２７９０

地区ロータリー財団セミナーが開催されました。RI第２７９０地区ガバナー寺嶋哲生様のご挨拶をはじめたくさんの

プログラムを受講してまいりました。今回は「ロータリー財団の父」の文章を紹介します。

「ロータリー財団の父」と讃えられるアーチ・C・クランフは、1869年６月６日、ペンシルベニア州コンチカットの

貧しい家庭に生まれました。幼少の頃、両親と２人の兄と共にオアイオ州クリーブランドに移住。家計の足しにする

ため、１２歳で学校を辞めて仕事についたそうです。仕事をしながら、彼は夜間学校にも通い、１８歳の時、キュー

ヤホガ木材会社の雑用係の職につきました。その後は、どんどん昇進して、最終的にはその会社の総支配人、そして
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経営者になったのです。彼は、製箱会社や汽船会社、銀行の社長、不動産業などでも、経営手腕を発揮しています。

また、優れたフルート奏者として、クリーブランド交響楽団で１４年間に亘って活躍したことでも知られています。

1911年、クランフは「木材卸売ならびに小売」の職業分類でクリーブランドRCの創立会員となり、翌1912年に同

クラブの会長をしています。熱心なロータリアンだったらしく、友人達は彼のことを「寝てもさめてもロータリー

だ」と評していたと伝えられています。彼は、クラブ会長としての最後のスピーチで、今後クラブが多くのことが

できるように「非常時基金」を作ることを提案しました。この提案が、彼が1916－17年度の国際ロータリークラブ

連合会の会長を務めた時の提案につながったとされています。また、彼は1914年に国際ロータリークラブ連合会の

理事になり、1915年に採択された標準ロータリークラブ定款・細則の制定に携わった責任者であったことでも有名

です。さらに、ロータリーに地区を設け、地区ガバナー職をつくり、年次地区大会を確立したのも、彼の業績なの

です。驚くべきことに、これらの彼の活躍は、第一次世界大戦（1914～1918年）の最中の出来事でした。1928年の

ミネアポリス国際大会で「ロータリー基金」が「ロータリー財団」と改称された折、当時、管理委員であったアーチ

・C・クランフは次のように述べています。「我々は、この財団を今日明日の時点ではなく、何年、何世代の尺度で

見つめるべきです。なぜなら、ロータリーは幾世紀にもわたる運動だからです」と。実際、彼が1928年9月号のロー

タリアン誌の記事で主張した「これからの財団プログラム：学生の交換、グループの交換、国際事業関係を通じての

友好」は、その後、財団事業として実施された奨学金、研究グループ交換、マッチング・グラントなどの形で実現し

ているのです。まさに、彼は「ロータリー財団の父」と呼ばれるに相応しい人なのです。

（RID２８００山形・寒河江RC鈴木一作氏「ロータリーの歴史から学ぶ」より引用）

今月も宜しくお願い致します。

【誕生祝い】 １０月２７日　和田　充敏会員

【幹事報告】 　高木　一彦幹事

　　こんにちは、立石会長の挨拶でも報告がありましたが、先週末10月

　28日（土）には2790地区第4分区情報研修会、29日（日）は2790地区

　ロータリー財団セミナーに参加してきました。本日は理事会と例会、

　来週は例会とベトナム訪問とロータリーの出事が続きますが、11月は

　文化の秋ですので富津市では明日から富津市民文化祭が富津地区では

　富津公民館、大佐和地区では中央公民館、天羽地区では富津市民会館

　にて行われます。私自身は、11月5日（日）に富津公民館において富津

　市青少年相談員連絡協議会による「なんでもヤリーナ20分」という子供

　たちが20分間ステージでパフォーマンスを披露するイベントの中で焼き

　そばや揚げパンなどを販売するブースで活動しておりますので、お時間

のある方はお越しになって子供達のステージを見に来てください。それでは幹事報告をさせていただきます。

・国際ロータリー第2790地区地区大会実行委員会より、皆様のお手元に配布されております地区大会のお知らせが

　届いております。

　　会　　　期：2018年2月24日（土）・25日（日）

　　場所・時間：2月24日（土）ホテルザ・マンハッタン　12:30登録開始13:00点鍾19:40閉会

　　　　　　　　2月25日（日）ホテルニューオータニ幕張　8:30登録開始9:30点鍾16:50閉会
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・RI日本事務局より財団室NEWSがメールにて届いておりますので回覧いたします。

・袖ヶ浦ロータリークラブより週報が届いておりますのでご覧ください。

以上で幹事報告を終わります。

【委員会報告】

・クラブ管理運営委員会　　　渡邉　敏　会員

１１月のプログラム　

（水）

（水）

（水）

（水）

（水）

※11/2(木)：鎌倉散策（川崎マリーンＲＣ）

※11/9(木)：ベトナム支援（３泊４日）

【ロータリー情報研修報告】 高木　一彦幹事

　10月28日（土）にオークラアカデミアパークホテルで行われました2790地区第4分区情報研修会の報告をさせて

いただきます。

この研修会はロータリー歴の5年未満の会員と会長、幹事が対象になっており、私を含めて20人ほどの入会歴の浅

い会員が参加していました。等クラブからは、立石会長と私、そして佐々木会員が参加しました。

まず、14:00に開会しましてガバナー補佐挨拶から始まりました。地区研究・研修統括委員会の渡邊勲様より「ロー

タリアンであることを誇りにしよう」をテーマに基調発表が行われました。内容は、誇りたかきロータリアンであ

ること、そのためにも、一人一人が心がけることがあります。それは、誇り高きロータリアンである気概を持つ事

ではないでしょうか。そのためにも、日頃から例会を通して、よき仲間と切磋琢磨をし、信用を積み重ねた信頼と

友情を深める心得がとっても大切になってきます。

また、ロータリーを誇りに思うためには何が必要でしょうか？という問いかけには、一層積極的に、ロータリーを

知ること、ロータリーを好きになること、ロータリーを学ぶこと、どれも大切なことですが、素直な気持ちになっ

てロータリーの本質を学びロータリアンの素晴らしさを認識し、仲間との語り合う時間をもっと大切にという事を

教わりました。

そして、ロータリーを知るためには「ロータリーの友」を活用し、多くの記事を読み解き、会員同士や事務所や家

庭で、掲載されているロータリー情報を、価値あるように役立たせる義務があるということ、RI情報や各地区での
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２２日 12:30 ロータリーの友情報 ＩＴ広報公共委員会

２９日 18:00 卓話（東京愛宕ＲＣ/那部智史氏） 執行部

　８日 12:30 卓話（米山奨学生：イ　ソヒ氏） 奉仕プロジェクト委員会

１５日 12:30 会員卓話（高木会員） クラブ管理運営委員会

開催日 点鐘 プログラム 担当委員会

　１日 12:30 第４分区情報交流会 ロータリー研修リーダー

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=BIuWLaLd&id=1D2D9D2CCA781FE8905002E2CFC6137DB71BB2EF&thid=OIP.BIuWLaLdoAuB-jcGrNvq9AEsDS&q=%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&simid=607994395466989921&selectedIndex=7


活躍ぶりを参考にして、もっと有効的な活用をクラブで話し合う価値は大きいという事でした。

特に、ロータリーを知り学ぶことが出来るロータリーの友６ページの記載の内容は、「ロータリーとは」の歴史背

景説明文章から、「RIのテーマ」や「ロータリーの目的」、「四つのテスト」の核心が毎月掲載され、ロータリア

ンとして、ロータリーの基本的な歴史や本質を繰り返し読み解き、理解を深めることが、とても大切な内容となっ

ています。特にロータリーの「目的」や「四つのテスト」は最も大事であり最も重要な核心記述で、慣習的でなく、

ロータリーの本質を見直す機会として読み解き、何度も読み返す中で、ロータリアンとしての徳を磨き人間性を積

極的に高めることができますということでした。

続きは立石会長にお任せしまして、続いて行われましたテーブルディスカッションについて報告します。

テーブルディスカッションのテーマも「ロータリアンであることを誇りにしよう」でした。私のテーブルでは４人

の5年未満の会員とディスカッションしました。DLには富津中央ロータリーの小野さんの名前がありましたが、欠

席のため、木更津ロータリーの堀内さんに急遽DLを務めていただきました。まず、DLからの「ロータリーを誇り高

く思うことは何ですか？」の問いかけには、「難しい質問」「誇りとは自分から述べる事でなく、他の方からみて

評価してもらう事ではないか」という意見が多かったです。

その後のディスカッションでは、「ロータリアンとしての活動を通して自信を持つ事が誇りにつながる」「ロータ

リーの歴史を辿ることが大事」という意見もでまして、最後に木更津東ロータリーの近藤会員がテーブル代表とし

て発表してテーブルディスカッションは終了しました。総評としましても、「難しいテーマ」だというお話があり

ましたが、有意義な意見交換が出来たと思っています。

これにて立石会長に報告の続きをお願いいたします。

【ロータリー情報研修報告】 立石　泰之会長

２０１７年１０月２８日（土）

　　１４：００分　　開会　司会　　　　　　　　　　　　　　　　分区幹事　浅野　文夫

　　　　　　　　　　地区奉仕プロジェクト委員会報告（職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕）

　　１４：１５分　　ガバナー補佐挨拶　　　　　　　内田　稔

　　１４：２０分　　参加地区研究・研修統括委員紹介

　　１４：２５分　　開催運営趣旨説明　　地区研究・研修統括委員会　漆原　摂子

　　１４：３０分　　基調発表（３０分間　PTT資料配布、プロジェクター使用）

　　　　　　　　　　テーマ　「ロータリアンであることを誇りにしよう」

　　　　　　　　　　地区研究・研修統括委員会　渡邊　勲

　　１５：００分　　（休憩１０分間）

　　１５：１０分　　テーブルディスカッション

　　　　　　　　　　テーマ「ロータリアンであることを誇りにしよう」

　　１６：００分　　（休憩5分間）

　　１６：０５分　　全体発表（３５分間）

　　　　　　　　　　各テーブルリーダー

　　　　　　　　　　地区研究・研修統括委員会　　清田　義浩

　　１６：４０分　　総評　地区研究・研修統括委員長　関口　徳雄

　　１６：５０分　　地区からのお知らせ　

　　　　　　　　　　地区理念研究委員長代理　海寶　勘一

　　　　　　　　　　地区RLI推進委員会　金子　公久

　　１７：００分　　閉会　分区幹事　浅野　文夫

　　ロータリアンであることを誇りに思う

「PROUDTO BE A ROTARIAN ロータリアンであることを誇りに思う」今日お集まりの皆さんはこのフレーズを
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観て、聴いて、どのように感じられていますか？

ここの分区の皆様は、きっと、ロータリアンであることを誇りにしている方ばかりだと確信しております…

今日の基調発表は、このロータリアンの誇りについて、皆さんとご一緒に考えロータリーの本質を身近に学び合

いたいと思います。

ロータリーの基本理念である、人を思い遣り、人のために尽くす精神を学び、ロータリアンとして日常の実施活

動に活かすことが最も大切であることを改めて学んでみましょう。

【ニコニコボックス】　 クラブ管理運営委員会 渡邉　敏　会員

椎津　裕貴会員… ソングリーダーをしました。

渡邉　敏　会員… 明日の鎌倉散策気をつけていってらっしゃい。

足・腰に気をつけて！！

和田　充敏会員… 誕生祝いありがとうございます。

今年も良い年をとりたいと思います。

立石　泰之会長… お疲れ様です。いつもお世話になっております。

11月になりまして寒い日が続くと思います。

お体ご自愛ください。

今月も宜しくお願い致します。

6,000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 14 1 93.3%

前回 13 2 86.7%

【第４分区クラブ例会日程】

例会日

木

木

木

水

月

月
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袖ヶ浦 レストラン菜心味 0438－60-1753 0438－　64－1139

木更津東 オークラ　アカデミアパークホテル 0438 - 52-0111 0438－　25－0716

君津 ホテル千成 0439－52-8511 0439－　52－8882

上総 割烹旅館　山徳 0439－27-2003 0439－　27－2336

富津中央 割烹旅館　いち川 0439－65-0177 0439－　65－0177

TEL 事務局TEL

木更津 東京ベイプラザホテル 0438－25-8888 0438－　23－3080

15 0

15 0

クラブ名 例会場

本日のニコニコ

累計金額 149,000円

会員数 make up


