第3004回例会
安城ロータリークラブ

週報
【 2019/7 第2例会 】

2019年7月12日（金） 12：30～13：30
司会者：辻 隆士君
ソング：「四つのテスト」
卓上花：ひまわり・ソリダコ
ニコボックス報告：小林 喜司男 君
親睦活動委員会：青山 竜也 君

2019-2020年度RIテーマ：

「ロータリーは世界をつなぐ」
例会日：毎週金曜日
例会場：碧海信用金庫本店3F
安城市御幸本町15-1
TEL：0566-75-8866
FAX：0566-74-5678
Email：anjo-rc19580206@katch.ne.jp
HP：http://www.anjo-rc.org

■ 会長挨拶

■ 幹事報告

安城ロータリークラブ会長方針：

「明日（未来）へつなぐ」
■会長：寺田 孝司
■幹事：加藤 正人
■クラブ会報：服部 敦・岩井 春次・都築 雅人
■創立日：Ｓ33年1月10日
■RI加盟認証日：Ｓ33年2月6日

寺田 孝司会長

■ 出席報告

石川 徳重君

会員

52名

出席義務者

40名

出席

34名

欠席

6名

出席免除者の出席

9名

出席率

87.70%

修正出席率

6月21日 第3002回例会
100%

加藤 正人幹事

1. 本日例会終了後会議室にて、ガバナー準備会議を行います。
2. 7/19 例会終了後会議室にて、クラブアッセンブリーを行います。年間総合計画書を必ずお持ちください。
委員長欠席の場合代理の方の出席をお願い致します。
3. 7/26 例会終了後応接室にて会員増強委員会、会議室にて次年度ガバナー補佐関係会議を行います。
両会議共、関係会員に案内を配布いたしました。
4. 会費を7月中に振込入金または事務局までお持ちください。
(8月になるとロータリーレートの変動により、財団の寄付金額が変更になる可能性があります。)
5. 会員名簿ができました、おひとり１冊ずつお持ち帰り
ください。
■ 今月のお祝い
石川 徳重君
6. 新会員候補者補者の入会に御異議のある場合は、
文書を以って 本日より７日以内に幹事までお申
し出ください。
会員誕生日
２名
7. 前年度国際奉仕事業で、インドネシアに贈ったラン
婦人誕生日
４名
ドセルが無事小学生のもとに届きました。
結婚記念日
１組
■
今月のお祝い
小学校の校長先生より感謝状を頂きましたので添付
いたします。
8. ゴルフ部会より 年会費の集金をいたします。

◆ クラブフォーラム事業計画発表
社会奉仕委員会・ロータリー情報委員会・職業分類委員会・会員増強委員会
親睦活動委員会・会員選考委員会・プログラム委員会・広報委員会
クラブ会報委員会・雑誌委員会・ニコボックス委員会・出席委員会・会場委員会
■ 社会奉仕委員会

鳥居 博行君

ロータリーにおける社会奉仕とは、「ロータリアンのすべてがその個人的生活、事業生活、および社会生活に
奉仕の理想を適応することを奨励、育成することである」とある。
そして、個人個人が確固たる自主性と個別の目標を持ちながら、結果として一緒に活動することであると定め
られています。当委員会としては、会長方針に沿って進めたいと思います。皆様のご指導、ご協力をお願いし
ます。
① 地域社会
優れたボランティア活動への表彰と補助
② 環境保全
530運動と油ヶ淵清掃活動への協力
③ 地域共同隊 安城尐年野球サークルRCCへの援助・協力

委員(副)海野広明・神谷明文

■ ロータリー情報委員会

冨岡 里美さん

会長方針「明日（未来）へつなぐ」を目標に、３年未満の新会員さんがロータリークラブとは何か、またメンバーと
しての特典や責務などを理解して頂き、安城ロータリークラブの中心になって頂くよう人を、育てるよう情報の提
供を致します。

1.新会員さん対象に勉強会を実施いたします。
2.新会員さんにイニシエーションスピーチをして頂きます。
3.情報の交換と親睦を深めるために、ファイヤーサイドミーティングの
実施をいたします。
委員(副)福田雅美・横山真喜男

■ 職業分類委員会
安城ロータリークラブの令和元年7月現在の充填及び未充填の職業分類は、
後掲の分類表で公表されています。ただ、職業分類は時代と共に新たな職域
が日々生まれ変化しています。
当委員会は、新会員候補者に貸与すべき職業分類を検討する時には、理事会、
会員増強委員会並びに会員選考委員会と連携し、まずは未充填職業分類の充
填に努め、該当すべき適切な職業分類がない場合には、候補者の職種、職業
を熟考し時代に合致した職業分類を設定するように努めてまいります。
会員の皆様のご理解ご協力をお願い申し上げます。
委員(副)成田孝則・杉山淳一

戸谷 央君

■ 会員増強委員会

石川 義典君

歴史と伝統のある安城ロータリークラブのメンバーの数は60名をきってしまい
数年が経とうとしています。ここ数年交替会員以外の新入会員が入会せずに
ロータリークラブの活性化が起こらず会員不足による予算の減尐に危機感すら
感じております。
そこで今年度会員増強委員会は安城ロータリークラブメンバー全員の協力の
もと10名の拡大を目標に活動をしていきます。そのための新会員の情報提供
を頂く場としての会員増強委員会を毎月開催し、メンバーの全員の参加協力を
お願いします。
又、今までの増強委員長の会員候補者リストをもとに毎月数名の候補者への
訪問を行い、各推薦者にはご同行をお願いしたいと思います。そうすることで皆
様がご推薦いただいた方がスムーズに入会いただける様サポートしていきたいと思っております。
会員増強は全ロータリアンの義務でもあります。寺田会長とともに目標達成に向けて副委員長ともども頑張って
いきますので、会員の皆様のご支援、ご協力をよろしくおねがいします。
委員(副)杉山淳一・沓名俊裕

■ 親睦活動委員会

市川 護君

1.活動方針
親睦活動委員会は、本年度会長方針にあります「明日（未来）へつなぐ」を中心に企画運営し、会員家族の方々
にも喜んで頂けるよう運営させていただきます。親睦活動を通じてロータリアンとして笑顔で進めて参ります。メン
バーのご協力を頂きながら頑張って行きたいと思います。
2.実施計画
① 家族親睦会の企画
② ビジター、ゲストの皆さんのお出迎え
③ 誕生日、結婚記念日、ご婦人誕生日のプレゼントの企画
④ 歓迎会、お祝い会などの随時開催
⑤ ゴルフ部会への協力
3.親睦活動行事予定
七夕例会
7月26日
会員家族例会
12月15日
親睦夜間例会
6月26日

委員(副)青山竜也・小野内宣行・奥島正衛・長谷川大祐

■ 会員選考委員会

クラブ会員は、経営者、管理者であり、善良な市民であり、職業上の面で
良い評価を得ている人でなければならないと思います。
当選考委員会では、積極的な参加意識があり責任感の強い人を選考し
て参りたいと考えています。会員諸兄のご理解、ご協力をお願い致します。
委員には、加賀昭成さんを迎えて、二人三脚で参ります。
委員(副)加賀昭成

成瀬 介宣君

■ プログラム委員会

小野田 真代さん 代読 清水正幸君

本年度、プログラム委員会では、会長方針である「健康」をテーマに数名の方に
卓話をして頂くことで、会員の皆様の健康への意識を高めて頂けるよう取り組ん
で参ります。健康への意識を高めることにより、皆様の日々の生活をより豊かに
して頂ければと考えております。
クラブの末永い存続と、会員の皆様の益々のご発展を健康面からお手伝いでき
るよう、１年間精一杯頑張って参りますので、更なるご指導、ご協力を宜しくお願
い致します。
委員(副)清水正幸

■ 広報委員会

松本 隆利君

ロータリークラブは職業を通じて、あるいはロータリークラブで企画された様々な奉仕活動を通じて地域に貢献を
しています。広報委員会は会員各位のご協力を得て地域社会や地域の方々にわれわれの理念や奉仕活動を広
報し､地域の皆様にご理解を得て地域と密着していくことで、尐しでも地域の活性化に貢献したいと考えています。
会員の皆様のご協力よろしくお願いいたします。
１．マスメディアへの対応と、ロータリークラブの活動などの情報提供
２．安城ロータリークラブの企画/イベントの広報
３．ロータリーの友への奉仕活動の投稿
４．マイロータリーへの登録や活用の勧め
５．その他広報に関わる事項
委員(副)寺部 曉・山口 研

■ クラブ会報委員会

服部 敦君

クラブ会報委員会は、週報の作成を行い、会員及び外部の皆さまの情報源となるような情報をタイムリーにお
届けできるように活動してまいります。
週報は、クラブの活動の記録として、また出席できなかった会員へ、例会の様子をお伝えするためにも重要で
す。安城ロータリークラブのホームページにも掲載・公開され、外部へ
発信されますので、見やすく、丁寧に記録出来るよう務めて参ります。
わかりやすく、見やすくするため、写真も多く掲載し、例会により関心
を持てる様、努めます。
クラブ会報委員会の役割をしっかりと自覚し、会員の皆様のために
なる活動に努めて参りますので、ご理解とご協力をよろしくお願い致します。
委員(副)岩井春次・都築雅人

■ 雑誌委員会

原 敏城君

ロータリアンは世界中に存在し、それぞれが独自の視点を持ちつつ人道的な奉仕を行い、全職業界における道
徳的水準の高揚を奨励し、全世界に善意と平和を築くために、国際的に結ばれた職業人の仲間として日々活動
をしています。そして、「ロータリーの友」は、世界中で活躍する仲間達の動向が確認できる唯一の媒体でありま
す。
当委員会では、雑誌委員のみならず安城ロータリークラブの全ての方々に「ロータリーの友」に、より一層関心
を持ってもらうと同時に熟読後自らのお言葉で感想を発表して頂く機会を設けたいと考えております。皆様のご理
解とご協力を宜しくお願い致します。
委員(副)山口佳久・野村繁雄

■ ニコボックス委員会

小林 喜司男君

ロータリー用語によると、ニコニコ箱（Smile Box）とは、「例会場で会員が自由意
志で善意の寄付金を入れる箱。起源は、東京説・大阪説と定かではないが。ロー
タリー特有のもので、会員、家族、事業などの慶び事、お祝い事をニコニコしなが
ら披露し、慶びを分かち合い、また失敗したり、迷惑をかけた時もユーモアたっぷ
りに苦笑いし、例会を賑わせて親睦を増進し、集まったお金は奉仕活動資金に使
用される。」と書いてあります。
あくまで『 ”自由意志”で嬉しい事があったときニコニコ笑って浄財を入れるもの』
ということです。とはいえ、奉仕活動もしっかりと行いたいと思います。会員の皆様
のご協力をよろしくお願いいたします。
尚、引き続きユーモア賞も行いたいと思いますので、ユーモアたっぷりのコメント
もお願いします。
委員(副)山口 研・奥田法行

■ 出席委員会

浜田 周作君

米山梅吉翁は「ロータリーの例会は人生の道場」と語っております。ロータリーラ
イフにおける親睦の第一歩は、まず毎週必ず例会に出席することから始まります。
ロータリーは、まず「例会出席から」とも言われ、ロータリアンの三大義務の一つ
でもありますので、会員の皆様には毎回出席をお願い致します。
やむを得ない事情により欠席した場合は、その例会の前後４週間以内に、メイ
キャップをお願い致します。
また、2019～2020年度は、１回以上の１００％全員出席の例会開催を目標と致し
ます。できれば、メイキャップ無しの、全員出席を成功させたいと思っております。
会員皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。
委員(副)石川徳重・磯貝廣治・本間育子

■ 会場委員会
本年度の会場委員会は、会長方針である『組織の安定』・『会員の体力づくり』・
『会員増強』を基に、明るい例会運営がスムーズに出来るよう努めてまいりたい
と思っています。
特に会長方針の会員の体力づくりは、だれもが共感することだと思っています。
例会での健康をテーマにした卓話は、大変期待をしたいと思っています。
会場委員会委員長の私は、マイクの操作など苦手な事も多く、委員会メンバー
の方々にご協力を頂き、例会運営の進行をしてまいりたいと思います。
会員皆様のご協力で1年間頑張りますので宜しくお願いします。

委員(副)辻 隆士・藤井英樹・深津吉彦・成田孝則

兵藤 幸男君

