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氏家 正俊

通算第２０８８回例会

【会長報告】
◆

新年度のスタートです。 １年間ご協力の程。よろしくお願いいたします。

【幹事報告】
◆
◆

2018-2019年度上期会費納入のお願い文書を配布しております。
できれば７月中のお振込み（入金）をお願いします。
本日例会終了後、７月理事会を行いますので、役員・理事の方はお残りください。

【プログラム】

❤ 役員委員長就任挨拶 （役員・理事・各委員長）

クラブ管理運営

会 計

Ｓ・Ａ・Ａ

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

伊賀さん

会長の基本方針を踏まえ、各委員会の計画目標達成が実施
できる様にクラブ運営のお手伝いをしてまいります。
会員皆様のご協力をお願い致します。
神原さん １．会費について
年額２３０，０００円とし，上期及び下期の２回，等分に集金致し
ます。必要に応じて，臨時会費をお願いすることがあります。
２．クラブの会計運営について
各委員会から年度開始前に活動計画及び予算の提出を受けて
予算書を作成し，理事会の承認を得て運営致します。本年度も
引き続き緊縮予算でお願い致します。
各委員会におかれては，予算の範囲内で事業の執行をお願い
しております。特別な事業のため支出が生じる場合は，あらかじ
め理事会の承認が必要ですので，ご留意ください。
３．会計報告について
会計報告書を年間に２回作成し，理事会の承認を得た後，例会
において，会員に報告致します。
小宮山さん 例会はロータリー活動の基本であり、ロータリアンは出席を義務づ
けられています。会員の皆さまが、より良い雰囲気で出席できます
様に心がけていきます。
１．来賓・ビジターのお席のご案内は、親睦活動委員会・出席委
員会の方々にお願いいたします。ご協力のほどよろしくお願
いします。
２．ニコニコＢＯＸは前年度基準を踏襲します。
３．クールビズについて
H30年７月、８月、９月とH31年５月、６月を2018～2019年度
のクールビズの対象月とします。
上記項目を適正に実施し、会場監督したいと思っております。
会員各位に於かれましては、ご理解、ご協力をお願い致します。

１．真実かどうか

３．好意と友情を深めるか

２．みんなに公平か

４．みんなのためになるかどうか

会員増強・維持・退会防止

クラブ広報

職業奉仕

社会奉仕

国際奉仕

第１
第２
第３
第４

枝園さん

会長方針に従い「会員の増強をクラブ全員でしましょう。」
努力したいと思います。
１．会員増強
積極的に勧誘を行います。
２．会員維持、退会防止
同好会活動等を通じて人間関係を深めたいです。
岡 さん 広報活動を通じて、対外広報、対内広報ができるように努めて
まいります。 特に、丸亀東ロータリークラブの奉仕活動や同好
会活動を一般の方に知っていただき、会員増強に役立てるよう
に頑張ります。
対内広報では、各委員会の活躍を会員皆さんにお伝えします。
また、他のクラブの活動もお伝えすることで視野を広げて参りた
いと思います。 どうぞ一年間よろしくお願いいたします。
入江さん
「職業奉仕」という概念は「ロータリーの目的」から
・ 職業上の高い倫理基準
・ 役立つ仕事は全て価値あるものという認識
・ 社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔
なものとすること。
･･･と解されます。
地区協議会の職業奉仕に関するアンケートの発表では･･･明確な
目的が分かりにくい･･･という意見が多くありました。 そして、各
クラブ単位で考えて・・・旨の課題を頂いています。
例会で、各会員が自分の職業について話し、互いの職業につい
て学び合う・・・ そうしたクラブ環境が、「職業奉仕」を実践する為
の前提になり職業研修と職業能力の向上に寄与すると考えます。
改めて、職業奉仕はどのように実践できるか･･･について、各会員
が納得できるキーワード等を探っていきたいと思っています。
山下孝志さん 社会奉仕とは、ロータリアンすべてがその個人生活、事業生活及び
社会生活に奉仕の理想を奨励、育成することです。
他の委員会と連携し、地区行事やお祭り、町の清掃活動など地域
に密着した社会奉仕活動に積極的に参加します。
１．丸亀お城まつりに参加
２．リフレッシュ瀬戸内（港湾清掃）に参加
木村さん
１．短期交換学生受け入れ
受入期間 ：７月６日（金）～７月１０日（火）４泊５日
ホストファミリー ： 本間愛典会員
※短期交換学生歓迎会 ７月９日(月)12:30～オークラホテル
〔Grace Colemanさん １６歳〕（ｸﾞﾚｰｽ ｺｰﾙﾏﾝ）
〔Bridget O' Keefeさん １５歳〕（ﾌﾞﾘｼﾞｯﾄ ｵｰｷｰﾌ）
２．丸亀市国際交流協会の活動に協力する
（現在、丸亀東ＲＣは団体会員であり、年会費12,000円を支払って
おります）
３．留学生等に日本文化を紹介する場を設ける
（お茶会等）

知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。
職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕
する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。
ロータリアン一人一人が個人としてまた事業および社会生活において、日々、奉仕の理
念を実践すること。
奉仕の理念で結ばれた職業人が世界的ネットワークを通じて国際理解、親善、平和を推
進すること。

プログラム

親睦活動

ロータリー財団

出 席

会報雑誌

ロータリー情報

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

塩野さん

国際ロータリー会長の「前向きな変化」、ガバナーの「共に考え、
共に行動しよう！」稲毛会長の方針の中の「例会全員出席、
親睦を高めましょう」
今年度はとにかく、楽しく親睦を深め、例会により多くのメンバー
の方に出席して頂けるように、みなさんと相談してプログラムを
考えていきたいと思います。
御協力よろしくお願い致します。
原 さん 全体予算の中から親睦活動費のウェートを探り、企画力でクオリ
ティーを下げない計画を練ります。
参加頂ける皆様方が楽しんで頂ける様な会を創ります。
≪行事予定≫
１．観月会（善通寺ＲＣとの合同） ※担当；善通寺ＲＣ
２．クリスマス家族会
３．新年会（丸亀ＲＣとの合同） ※担当；丸亀ＲＣ
４．観桜会
５．納会（岡山後楽園ＲＣとの合同） ※担当；丸亀東ＲＣ
他 ※１．岡山後楽園ＲＣとの親睦ゴルフコンペ（年２回）
※２．香川県ロータリークラブゴルフ大会への参加
平川さん ロータリー財団の使命は、ロータリー会員が健康状態を改善し、
教育への支援を高め、貧困を救済することを通じて、世界理解、
親善、平和を達成できるようにすることです。非営利組織である
当財団は、ロータリー会員をはじめ、よりよい世界を築こうという
ビジョンを共有する財団支援者の方々からの自発的な寄付のみ
によって支えられています。
ご寄付はロータリー財団の補助金となり、助けを必要とする地域
社会に持続可能な変化をもたらす活動に役立てられています。
（ロータリー財団参照ガイドより）
当委員会では、下記の事項を計画しています。
１．ポリオプラス補助金の継続
２．年次寄付として一人１５０ドルの寄付
３．ロータリーカードの普及
４．グローバル補助金、地区補助金を申請する事業
久保田さん １．出席率の向上を目指します。
２．例会の受付で、明るく大きな声であいさつを行い楽しい雰囲気
にしていきます。
３．メークアップへの関心が広がるように考慮します。
氏家幹事 ホームページ・Ｅメールによる週報で、例会報告がすばやくなった
こと、写真等を入れることで分かりやすくなったことをさらに推進し
たいと思います。 また、当クラブに興味を抱いていただけるように
対外に向けた丸亀東ロータリークラブの活動報告やＰＲを充実させ
ていきたいと思います。
辰巳さん 特に新入会員や入会候補者にロータリークラブにおける会員の特
典と責務に関する情報を提供し又新旧含めたロータリアンの知識
を増幅するようなプログラムを計画する。
１．新入会員及び入会候補者には会長・幹事を交えて入会前の
オリエンテーションを実施する。

１．真実かどうか

３．好意と友情を深めるか

２．みんなに公平か

４．みんなのためになるかどうか

青少年奉仕

米山記念奨学会

第１
第２
第３
第４

２．ＩＭや地区大会等の会合に、積極的な参加を呼び掛け、会員
個々の意識を高めて行く。
３．会員にあらゆるレベルのロータリーの歴史・活動に関する情
報を特に力を入れて提供して行く。
前山さん
１．第６回丸亀東ロータリークラブ杯少年・少女剣道大会の開催
※参加団体を丸亀市に限定し、多くの少年少女が出場できる大会
を目指す
２．未来への手紙事業（丸亀RCとの共同事業）
※当会の趣旨に賛同しない学校もあり、学校選択も明確にする
３．丸亀少女の家への訪問事業 （盆踊り大会、秋季運動会出席）
４．ミニバスケット大会の後援 （丸亀RCとの共同事業）
※会員からも後援の必要性を問われており、丸亀RCと今後の継続
を討議
秋山佳弘さん （ロータリー米山記念奨学会とは）
ロータリー米山記念奨学会は、勉学、研究を志して日本に在留
している外国人留学生に対し、日本全国のロータリアンの寄付
金を財源として、奨学生を支給し支援する民間の奨学団体です。
＜目的＞
将来、母国と日本との懸け橋となって国際社会で活躍する優秀
な留学生を奨学することを目的としています。
＜民間最大の奨学事業＞
米山奨学生の採用数は、年間８２０人。奨学団体としては、事業
規模・採用数とも、日本国内では民間最大です。
＜特色＞
奨学金による経済的な支援だけでなく、ロータリークラブ独自の
世話クラブとカウンセラー制度による心の通った支援があります。
（本年度活動計画）
１．米山記念奨学委員会と米山記念奨学生の実態のご理解の
浸透を深めるため、米山記念奨学生の卓話訪問を受け入れ
する。
２．米山記念奨学委員会の意義、公益性の理解と広報の継続に
より、一人でも多くの米山記念奨学生を維持し、優秀な米山
記念奨学生を維持し、優秀な米山記念奨学生を輩出し、多く
の親日留学生を育てる意義を会員にご理解頂き、下記寄付
金額を目標とする。
① 普通寄付金 一人 ６，０００円
（会費とは区別して集金し、寄付金控除の対象とする）
② 特別寄付金 一人 １０，０００円
③ 準米山功労者（３０，０００円）、米山功労者（１００，０００円）
米山功労者マルチプル（第２回から第９回まで以降１００，
０００円毎）
米山功労者メジャードナー（第１０回から以降１００，０００円
毎）を４名（クラブ会員数の１０％）以上の輩出

知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。
職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕
する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。
ロータリアン一人一人が個人としてまた事業および社会生活において、日々、奉仕の理
念を実践すること。
奉仕の理念で結ばれた職業人が世界的ネットワークを通じて国際理解、親善、平和を推
進すること。

３．米山記念奨学生の採用基準のうち、特別寄付金が金額でなく
人数に変更された為、１０月の米山記念月間には一人２，０００
円以上の特別寄付をお願いする。 特に特別寄付をしていない
会長、幹事経験者には、多くお願いする。
４．米山記念奨学会の事業に理解を深めて頂くためＤＶＤを例会で
紹介する。
（ロータリー米山記念奨学生の義務）
１．米山記念奨学生は、世話クラブであるロータリークラブの例会へ
毎月１回出席します。
２．年２回、奨学生レポートを世話クラブ経由で米山記念奨学会に
提出します。
（１０月、３月分の奨学金は、９月末、２月末提出のレポートを奨学生
がＷＥＢ上で登録してから奨学金を支給してください）
３．例会で卓話を行い、世話クラブ及びロータリー地区の活動に積
極的に参加するなど、ロータリアンとの交流を通じて相互理解を
深める努力をします。

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１．真実かどうか

３．好意と友情を深めるか

２．みんなに公平か

４．みんなのためになるかどうか

【本日のニコニコ】
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役員委員長就任挨拶を無事終えて
〃
１年間。よろしくお願いします。
〃
〃
〃
〃
〃
理事（クラブ広報）
〃
理事（社会奉仕）
〃
理事（国際奉仕）
〃
理事（ロータリー財団）
〃
出 席
〃
ロータリー情報
〃
青少年奉仕
〃
米山奨学会
〃
ロータリー手帳を購入して
お先に失礼して
お先に失礼して

：稲毛 謙二
：伊賀 重夫
：氏家 正俊
：片岡 浩昌
：神原 太一
：小宮山 滋
：名倉 良成
： 岡 千枝
：山下 孝志
：木村 義正
：平川 惠一
：久保田剛司
：辰巳 正兼
：前山 佳裕
：秋山 佳弘
：小宮山 滋
：西紋 孝一
： 森 英司

会長
副会長
幹事
副幹事
会計
Ｓ・Ａ・Ａ
直前会長
さん
さん
さん
さん
さん
さん
さん
さん
Ｓ・Ａ・Ａ
さん
さん

【来訪ロータリアン】 （なし）
【メークアップ】 （１名）
◎

原

将嘉

君 （６／２８ 岡山後楽園ＲＣ）

【出席報告】

＜７月３日（火）現在＞

第２０８８回例会

会員総数

出席免除会員数 出席計算会員数

３９名

３名

３６名

２４名

出席免除会員数 出席計算会員数

３９名

３名

１２名

出席率

６６．６７％

＜６月１９日（火）分＊（ ）内はﾒｰｸｱｯﾌﾟ＞

第２０８６回例会
会員総数

出席会員数 欠席会員数

３６名

出席会員数 欠席会員数

２５名（1名）

１１名

出席率

６９．４４％

【７月１０日（火）の例会変更→７月９日(月)１２：３０～１３：３０】

短期交換学生歓迎会 （国際奉仕委員会） 【オークラホテル丸亀12Fｴﾒﾗﾙﾄﾞ】
【７月１７日（火）の例会】

客 話 （伊賀 重夫 副会長）
ＭＡＲＵＧＡＭＥ

ＥＡＳＴ

ＲＯＴＡＲＹ

〔四国ガス丸亀支店 様〕

ＣＬＵＢ

例会場

オークラホテル丸亀 ☎23-2222
〒763-0011 丸亀市富士見町3-3-50

事務所

オークラホテル丸亀４３０号室

TEL；0877-21-6611

例会日

毎週火曜日

URL；http://www.marugame-east-rc.com

PM12:30～PM1:30

FAX；0877-21-6655

E-Mail；merc@soleil.ocn.ne.jp

