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四つのテスト
・真実かどうか
・みんなに公平か
・好意と友好を深めるか
・みんなのためになるかどうか

ロータリーで何か発見を！
２０１６～２０１７年度

関中央ＲＣ会長テーマ

本日のプログラム 第１８６７回例会

２０１６年８月４日（木）
Ｃ．Ａ

新年度活動方針 ／

担当

会長・幹事

さて、明後日 7 月 30 日は何の日だと思いますか？

前例会の記録
第１８６６回

2016～2017 年
国際ロータリー会長
ジョン Ｆ．ジャーム

２０１６年７月２８日（木）

Ｃ．アッセンブリー／担当

会長・幹事

実は私の誕生日なんです。満「59 才」なりますが、
まだまだロータリーでは「青年」です。

＊ロータリーソング「それでこそロータリー」斉唱

それともう一つは、皆さんご存知の「土用の丑」の日

＊お客様紹介

ということで、ウナギ屋さんが最も忙しい日でもあり

ドイツのスポーツユーゲント

ます。それからウナギは私の好物でもありますし、子

リーダー

ロバート・ミッチャング様

＊会長あいさつ

石原妙生会長

供の頃は夏になると父親が川で「ステバリ」をしてと
ってくれて、よく食べさせてもらっていたという父親

本日、7 月 28 日は 1914 年（大正 3

の思い出でもあります。

年）オーストリアがセルビアに宣戦

ということで、ウナギの話をします。まず鰻という漢

布告し、第一次世界大戦が始まった

字ですが、魚へんのつくりの意味は「つや・長い」と

日です。

いう意味が含まれている事から、この字が出来たと言

ことの発端はオーストリアの皇太子がセルビア人の

われています。

学生に暗殺された「サラエボ事件」がきっかけで、同

又、栄養素は頭の働きを良くすると知られており、

盟国のドイツがロシア・フランスと開戦し、後に日本・

脳細胞の成長を促進する他、痴呆の予防効果、コレス

アメリカ等を含む国際戦争に拡大したということです。

テロールや中性脂肪関連の病気に効果があり、ビタミ

今年に入ってから外国でのテロ事件が相次いで起きて

ン B1・B2・E などいろいろ含まれている万能食品です。

います。罪の無い人が無差別に、あるいは狙われて、

でも心配なのはカロリーですが、脂肪の量が少し多

殺されています。大変悲しいことです。このことが大

いようですが、成分は魚類なので、コレステロールを

きな戦争の火種にならない様祈りたいです。

抑制してくれるそうです。ちなみに鰻丼で約 650kcal

話を明るい話題に変えます。

で天丼や親子丼より低カロリーです。

この時期ウナギを食べると夏負けしないと言われて

全会員一人 150 ドルの年次寄付を行うと申し上げまし

おり、多くの方が食べられます。私も自分の誕生日に

たが、それ以外にポリオプラス基金３０ドルの目標を

は、毎年大好きなウナギを気に入った店で食べる習慣

お願いしますとのことでした。1988 年に 35 万件にあ

があり、今年も美味しいウナギを食べて夏を乗り切り

ったポリオが 2015 年 6 月にはわずか 40 件以下になり、

たいと思います。

ポリオ常在国はわずか 1 か国になったということであ

どうか皆さんもウナギを食べて暑い夏に負けない様

ります。2018 年には撲滅できるかもしれないそうです。

頑張りましょう！

ポリオプラスのプラスとは何かといいますと、はしか

＊お客様ご挨拶

の予防接種、マラリア予防の蚊帳の配布、清潔な水の

ロバート・ミッチャング様

提供及び保健の問題の取り組みを行っているそうです。

関中央ＲＣの皆さん、こんばんは。

また地区の補助金を受けるには、例えば来年受けるこ

はじめまして。私はドイツのスポー

とになりますと、今年 12 月に補助金の申請書を作成、

ツ少年団のトップリーダーです。神

2017 年 1 月頃申請書を提出、8 月頃に補助金を受け取

谷部長の家でホームステイをしています。日本の皆さ

る。2017 年 7 月～2018 年 3 月に事業を行い、2018 年

んは親切で楽しく過ごしています。どうぞよろしくお

4 月までに事業報告書を作成し、提出するという運びに

願いします。

なります。尚、補助金の額は 3 年前の一人あたりの寄

＊青少年育成委員会

付金の額で補助金が決まるそうです。

山本義樹委員長

いずれにしましても 2 年 3 年とまたがる事業になりま

【基本方針】次世代を担う青少年の

すので、先を見据えた考え方や活動が必要ではないか

健全育成のために、地域社会と連携

と思いました。

を図り、支援協力をする。

＊会員基盤増強維持委員会

【事業計画】1.関商工インターアクトクラブに協力する。

＊職業分類委員会

2.関市発明工夫展、児童生徒科学作品展に協賛する。

＊会員選考委員会

3.関市スポーツ少年団行事に支援協賛する。

藤村伸隆委員長

4.40 周年記念事業に協力する。

みなさんの協力を得なければ進まな

＊インターアクト委員会

い委員会ですのでよろしくお願いします。会長の目標

古田博文委員長

が 3 人以上ということでありますので、それに沿って

インターアクトというのは世界中

がんばりたいと思います。

にあります。110 か国に約 20 万の

会員基盤増強維持委員会

若者が 13 歳から 18 歳までの学生が

【基本方針】現会員の維持、又新入会員の入会の促進

います。インターアクトはインターナショナルで国際

を行いクラブの発展に努めたい。

交流が盛んです。我々がやることは毎年同じ様なこと

【事業計画】

ですが、学生にとっては 1 回きりです。その辺りを加

1.会員増強・職業分類・会員選考の各委員会と協調しな

味しながら同じことを続けていくのも大変です。

がら進めていく。

今年のインターアクト年次大会は津で行われますが、

2.理事・役員の主要なテーマとして全会員に新入会員の

日帰りの予定です。どんな大会になるか興味があり、

増強を呼びかける。

楽しみにしております。

3.退会者の原因を追究し、魅力あるクラブづくりを、理

＊ロータリー財団委員会

事役員会に図り全会員協力のもと会員増強に努める。

西田健一委員長

職業分類委員会

先日地区財団研修セミナーがあり聞

【基本方針】未充填職業分類の会員確保に努め、新会

いてきたことを報告させて頂きます。

員推薦に対して速やかに対応する。

【事業計画】

【事業計画】1.出席率向上を図り、

未充填の職業分類表を作成して会員に配布し、新会員

例会に協力する

の推薦を促進したい。

2.メークアップをされた会員をクラ

会員選考委員会

ブ会報へ記載する。

【基本方針】

3.出席率上位の会員には記念品を贈

推薦された会員候補者の人格、職業上及び社会的地位

り表彰する。

などを調査し、理事会に報告する。

4.出席の受付は出席委員の当番制で行う。

【事業計画】

＊雑誌・広報委員会

基本的に推薦者を信頼するが、以下の項目を総合的に

塚原康寿委員長

判断して報告する。

【基本方針】

1.職業人として評判は良いか。

ロータリークラブの奉仕プロジェク

2.奉仕活動に理解があるか。

トや活動内容などの情報を、地元の

3.例会や諸行事に積極的に出席できるか。

人々に発信し、当クラブの存在を地域社会に広く認識

4.好意と友情を深めることができるか。

してもらうことで、会員の増員および維持に努める。

特別役員会において色々な意見がありましたので紹介

【事業計画】

させていただきます。高井会員から、入会の可能性の

1.「ロータリーの友」
「ガバナー月信」
「会報」を会員に

ある方に年次運営計画書を渡してはどうかというお話

配布する。

がありました。ロータリーの歩み、今どういったこと

2.当クラブの奉仕プロジェクトや活動内容を事前にマ

をしているのか、理解して頂くためにも渡すというこ

スコミ等に伝え、ロータリークラブをアピールする。

とが意義があるのではないかということでした。

3.会員にロータリー徽章の着用を徹底させる。

あと、入会の可能性のある方には例会を一度、見学し

＊出席委員会

ていただくといいのではないかという意見もでました。

会員数２９名、本日の出席２１名です。

未充填職業を参考にして頂きながら気に留めて頂くこ

ニコボックス委員会

とが大事なのではないかと思います。

・会長・副会長・幹事

入会金の壁も低くなりました。会員一人一人のご推薦、

今日はＣ．Ａの各委員会の活動方針の報告をお願い

ご協力がないと達成できませんのでよろしくお願い致

します。

します。
＊会場監督委員会

・神谷秀幸君
小川糧司委員長

今

スポーツ少年団交流事業でドイツのスポーツユ

意義のある例会にするために誠心誠

ーゲントを１０名関市で受け入れております。今夜

意、会場監督を務めて参りたいと思

は我が家にホームステイしていますリーダーのロバ

います。また、来賓、来訪者にはし

ート・ミッチャングと一緒に来ました。よろしくお

っかり対応していきたいと思います。

願いします。

1 年かけてみなさんに提案しながら進めたいと思いま

・小澤重忠君

す。他のクラブの中には例会前に食事をすませるとい

本日のＣ．Ａ本年度活動方針を発表の各委員長さん

うクラブもあります。有意義な例会にするためにはも

ご苦労さまです。

う少し時間があった方がいいのかなとも思います。み

２１名のご投函ありがとうございました。

なさんに相談しながら改革していきたいと思います。

＊幹事報告

＊出席委員会

・2017-2018 年夏期派遣交換学生候補者の確認

神谷秀幸副委員長

【基本方針】出席率向上をはかり、奉仕活動、親睦活
動を通して積極的参加をサポートする。

(希望者なし)
・10 月地区大会、12 月台湾事業への多数の参加をお願

いします。
・吉田川の看板は老朽化のため撤去しました。
・8 月のロータリーレートは 102 円です。
＊7 月ＩＧＭ報告

レポーター

高井良祐会員

カウンセラー：石原妙生会員、Ｒ情報委員：伊佐地金
嗣会員、世話役：波多野源司会員、レポーター高井良
祐会員、前田仁夫会員、塚原康寿会員計 6 名
7 月 20 日（水）
、場所は味の孫六で開催されました。
石原会長から今年の方針について話がありました。
会長の挨拶でもありましたように、地区大会などで全
員参加していただいて親睦をはかりたいとのお話もあ
りました。
＊メークアップ報告
7/20

７月ＩＧＭ

カウンセラー：石原妙生会員、Ｒ情報委員：伊佐地金
嗣会員、世話役：波多野源司会員、レポーター高井良
祐会員、前田仁夫会員、塚原康寿会員
7/24

地区財団研修セミナー

石原妙生会長、西田健一ロータリー財団委員長
＜次例会の案内＞
第１８６８回

２０１６年８月１４日（木）

早朝例会（花火大会後の清掃）
担当：社会奉仕委員会

