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【会長挨拶】
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泰之会長

皆さん、こんばんは。
毎日、暑い日が続いています。九州地方や秋田県、佐渡など日本の至る所で大雨洪水の被害が出て
います。ゲリラ豪雨も頻繁に発生していますのでとても心配しています。大雨洪水の地区の被害者
の方たちにお悔やみ申し上げます。
先週の２２日土曜日に三回目の富津市民花火大会が開催され無事に終了しました。富津シティ
の皆さまにもたくさんのご協賛をして頂きましてありがとうございます。花火大会実行委員会として
当クラブの渡邉敏委員長には副会長、高木一彦幹事には実行委員会メンバーとして数ヶ月間、本当に
ありがとうございました。今後もよろしくお願いいたします。
大会当日は少し風が強かったのですが開催できましてすべてのプログラムが終了できました。今回の大会で初めて水
中花火で尺玉をやりましたが無事に開いてくれて安心しました。観覧のお客様も昨年よりもかなり増えたようで実行
委員会、ボランティアスタッフの方たちは本当に大変だったと思います。ありがとうございました。
今後も毎日、暑い日が続いて行くと思われます。健康に注意して夏を乗り切りましょう。

広報委員会

佐々木敏郎

和田充敏

窪田謙

竹内謙治
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高木一彦

【誕生祝い】
７月５日

【幹事報告】

小倉

高木

博人会員

一彦幹事
本日は第2回の会長・幹事会議に出席してきました。内田ガバナー
補佐から「ガバナー補佐各クラブ訪問を終えて」と題して報告がありま
した。内容は、各クラブを回ってガバナー公式訪問が合同例会になって
いる所が多いが、本来は各クラブの姿をいつもの状態で見ていただくの
が公式訪問ではないかと私は思います。しかし、多忙なガバナーのスケ
ジュールを考えるとなかなか実現は難しいのが現状でしょうという内容
内容でした。そして、会員の増強が著しい君津ロータリーの隈元会長か
ら会員増強の秘訣とロータリーに対する意気込みを語って頂きました。

・会長・幹事会議において、情報研修会について報告がありました。
日時：10月28日（土）

１３時30分受付

場所：木更津ビューホテル

開始14時00分

登録料：5000円（懇親会費含む）

対象者：入会5年未満及び会長、幹事、クラブ研修リーダー
・故サム・オオリRIエレクトの葬儀の詳細について連絡が来ております。
日時：7月25日（火）11:00～14:00

一般参列

その後、特別追悼議会

7月26日（水）9:15～14:00 全ロータリアンが故人を追悼するための会
7月27日（木）9:00～

葬儀セレモニー

場所：カンパラ（ウガンダ）26日「Lugogo Indoor Stadium」

27日「St.Paul Cathedral,Namirembre」

この葬儀には、ディーン・ロースRI副会長がロータリー代表として出席します。
・第2790地区米山記念奨学会学友会より、ロータリーデーBBQ大会2017の案内が来ております。
日時：9月2日（土）

12:00～15:00 （雨天決行）

場所：東京情報キャンパス、第6号館学生会館ビオーネ前
・ロータリー囲碁同好会より、「第16回ロータリー全国囲碁大会」の案内が来ております。
日時：10月14日（土）9:30登録受付

10:00点鍾・開会式

16:00表彰式

会場：東京・市ヶ谷の日本棋院本院の1階対局室
登録料：7000円（昼食代、賞品代含む）

回覧いたしますのでご確認ください。

・ボーイスカウト千葉県連盟維持財団より支援のお願いが届いておりますので回覧します。
・木更津東ロータリークラブより2017-18年度

クラブ活動計画書が届きましたので回覧します。

・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回覧します。
以上で幹事報告を終わります。
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【委員会報告】
・クラブ管理運営委員会

渡邉

敏

会員
・7/23（日）開催のクラブ研修リーダー・委員長セミナー参加の報告
77クラブが参加され、「研修」がテーマでした。
クラブ内に温度差あり、若手とベテランのギャップを埋めるには
ディスカッションが大切。
セミナーには参加し、報告し、より良いクラブにしていく。
・８月末の家族例会案あればよろしくお願いします。

【卓話】

2016-17年度を振返って

和田

充敏直前会長

皆さんこんばんは。
本日は、「直前会長卓話２０１６-１７年度を振返って」と題しお話を
させて頂きます。
まずは、皆様には改めて感謝を申し上げたいと思います。
前期では、２５周年事業に絡む事業や記念例会等も行われ、その他富津
中央さんとの合同でのガバナー公式訪問や合同例会等において、皆さん
が一致団結して知識や行動力によりクラブ運営が出来ました事を改めて
感謝を申し上げたいと思います。
ありがとうございました。
さて

思い起こせば２０１５年１１月の理事会において会長職を選任されローテーション表からわかっていたので

覚悟はできていましたがまさかの２５周年を迎えるにあたり記念事業や記念例会を開催する等の話があがり、どうゆ
うことなのか状況が呑み込めていない中にどなたか忘れましたが、和田君なら大丈夫だよねという一言で会長職を受
けさせて頂きました。

ロータリーにNOは無いという事は聞いた事はありますが、ＮＯと言える前に決まってしまっ

たので皆さんさすがだなと感心致しました。
只やはりクラブを運営するのも非常に大変な事であるにもかかわらず、２５周年を大々的に実施するとなると正直ど
うしたものかと頭を抱えましたが、実行委員長を山口さんが受けて頂けるとの事で、私が幹事の時の会長で一年間お
世話になった経験もありましたので２５周年については不安はなくなりました。

おかげ様で記念事業や記念例会と

有終の美を飾れたのではないのかと思っております。
クラブ運営の一番の方針として、やはり他クラブから比べれば少人数で
有りますし２５周年等のイベントもあり近年以上に会員一丸となって活動
しないといけないという状況から会員が一丸となるという事を活動方針に
掲げさせて頂きました。
一年の運営を見てみるとこの方針については、皆様に御理解頂いていたと
思います。
２０１６年７月からの運営が開始され、毎回の例会挨拶で皆様方にする
話題があまりない為どうしたものなのか非常に困りました。そんな時ある
セミナーで、ロータリーの時間なんだからロータリーの事を話そうという
事を聞きこれだと思い月初には各月間の話やその他ロータリーの事を話題にするよう心掛けるようにさせて頂きまし
た。またロータリーの事を言ってるなと思われた方もいるかもしれませんが、ロータリーの例会時間なのでご理解下
さい。
また運営に際し役に勉強になったのが第４分区内すべてのクラブに訪問したことでした。
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クラブによって全く違う例会の進め方や席の配置、委員会活動の発表等、居心地の良さ等を勉強させて頂きました。
その中でビジターカードは所定の物がなく必要項目が記載されていればいいという点で自作しているクラブがあった
ので真似をさせて頂きました。

購入すると結構な枚数をロットで頼まないといけないので費用の圧縮と見た目は

遜色ない物を山本さんに作って頂きました。
ちなみに一番居心地がいいところは、当たり前ですが当クラブですが、富津中央さんが良かったですね。

人それ

ぞれ違うかもしれませんのでたまには他クラブに訪問するのもいいかもしれません。
その他

会員増強の面では、山口さんのご尽力により宮崎さんの入会、三井さんの一声による東京電力さんのカム

バック等２名の増強を図る事ができました。
ただ

残念な事に中島さんが体調不良による退会をされた事は、残念であるという言葉しかありません。

奉仕プロジェクトの事業においては、宮城の支援や駅前清掃等ありましたが一番印象深いのは、ベトナムの支援に
初めて同行し挨拶があるんじゃないかとベトナムの言葉を調べ暗記し通じるか地元の子に聞いてもらい自信をつけて
挨拶したことはここだけの話です。

この支援のきっかけを頂いた田中さんのローターの友へ掲載を提案頂いて実行

したことにより友に掲載された事等非常に思い出深い物になりました。
IT広報公共委員会では、HP立ち上げについて今期中に必ずお願いしたいと委員長にお願いし、素晴らしいHPを立
ち上げて頂きありがとうございました。
立ち上げたと一言で申上げるのは簡単ですが、約１１カ月という長い間で完成されたものである事は皆様方にお伝え
したいと思います。
財団においても桜の植樹において初めての補助金申請をさせて頂きより多くの桜を植樹させて頂くことに貢献でき
ました。

補助金申請なぜしたかと言われれば少人数のクラブだからこそこのような制度を活用して他クラブに負け

ないより良い活動が出来ればという思いでさせて頂きました。

今年度もベトナム支援において補助金の申請が通っ

ております事は、今後立石会長ないし委員会からお伝えされるのでは荷でしょうか。
クラブ管理においても家族例会やチャリティーオークション合同例会等においてご尽力いただき楽しいクラブ作り
が出来たのではないかと思います。
渡邊会計や事務局の山本さんにおかれましても強力なバックアップを頂きありがとうございました。
幹事おいては、残念ながら体調不良により退会されたわけですが、一年間大変勉強もさせて頂きました。生意気か
もしれませんがかなり意見のやりとりもさせて頂きました。

今後は、お体と相談しながら楽しくお過ごしされれば

とおもいます。
やり残したことで言えば、やはり定款細則の変更を行う事でした。
立石年度において今一度お時間を頂き変更は実施していきたいと思って
おりますので宜しくお願い致します。
会長職は、初め不安と心配でどうかな～と思っておりましたが。
色々な方と知り合い、教えて頂きあいさつ一つでも最初の事と比べると
別人のようだとか言われるとこの年で褒められることが早々ないので、
うれしくなってきました。
いつも思うのですが大きい事（仕事）が自分に任せられるという事は、
自分が成長するチャンスだと思って前向きに考えるようにしています。
今回会長職を受け一年前の自分より成長できたのであれば幸いです。
今年度立石会長・高木幹事は、富津市民花火大会を成功させたメンバーでもあり富津の為に各種団体で数々の役職
をされている方なので、２０１６-１７年度よりも２０１７－１８年度が良くなると思います。その素晴らしいクラブ
作りに微力ながらバックアップさせて頂ければと思います。
最後に今年度のハードルをあげて終わりにしたいと思います。
長々と御清聴ありがとうございました。
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【その他報告等】

山口

稔

会員
先日、靴下を履いたら蜂がいて刺されました。
かなり足が晴れ上がりました。
洗剤の甘い香りで蜂が来るようです。
患部にはリバノーゼ液（リバガーゼ）が良く効きました。
ムカデ等に刺された時にも有効ですので、皆さんも
常備しておくといいかと思います。

【ニコニコボックス】
平野
小倉

勝也会員…
博人会員…

クラブ管理運営委員会

渡邉

敏

会員

おせわになります。
誕生祝いありがとうございます。
５３歳になりました。
オリンピックの年に生まれたので後３年は
元気でいます。

立石

泰之会長…

いつもお世話になっております。
富津市民花火大会へのご協賛、ご協力
ありがとうございました。
今後もご指導宜しくお願い致します。
本日のニコニコ

累計金額

【出席報告】

クラブ管理運営委員会

区分

会員数

出席

欠席

make up

出席率

今回

15

14

1

0

93.3%

前回

15

12

3

0

80.0%

宮崎

5,000円
53,000円

晴幸会員

【第４分区クラブ例会日程】
クラブ名

例会場

TEL

木更津

東京ベイプラザホテル

0438－25-8888

0438－

23－3080

木

山徳

0439－27-2003

0439－

27－2336

木

いち川

0439－65-0177

0439－

65－0177

木

上総
富津中央

割烹旅館
割烹旅館

事務局TEL

例会日

木更津東

木更津ビューホテル

0438－23-0211

0438－

25－0716

水

君津

ホテル千成

0439－52-8511

0439－

52－8882

月

袖ヶ浦

レストラン菜心味

0438－60-1753

0438－

64－1139

月
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