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来月：会員増強・拡大 月間

７月 ２５日の例会より

『前年度決算・本年度決算／１００％出席表彰』
「2017～2018 年度決算」
福田 文乃 前幹事
福 田 文乃 前幹 事
から、収入・支出に
つ いて 詳細 な報 告
がありました。
詳 細は 配布 資料 で
ご確認ください。
収入総額 ７，７４２，６８８円
支出総額 ７，３３１，０６４円
差引残額
４１１，６２４円

会長挨拶 福田

「会計監査報告」 花園 文熙会計監査委員
７月２５日、2017～2018 年度一般会計及び特
別会計収支決算について、関係書類及び証拠書
類を監査した結果、正確かつ適正であることを
認める。
「2018～2019 年度予算」大河原 浩 幹事
2018～2019 年度の
基本方針・計画に基
づき、各委員会が活
動を展開するための
予算を組みました。
詳細は配布資料で確
認ください。
予算総額 ７，６２２，７２４円

月 日
８月 １日
８月 ８日
８月１５日
８月２２日

１００％出席表彰
前出席・ニコニコＢＯＸ委員会 石 君平委員長
２０１７年７月～２０１８年６月の１００％出席表
彰者は上田良三、鈴木啓志、永山捷平、石川武信、江
尻寛、小森勇一、花園文照、石君平、鈴木国男、大髙
司郎、沼田操、福田文乃、大河原浩、鈴木直登、今川
隆会員の１５名。ホームクラブ１００％は０名。
記念品、男性はループタイ、女性はスカーフリング
です。おめでとうございます。

プ ロ グ ラ ム
会員増強フォーラム
納涼会
休会（お盆のため）
公共イメージ向上取組について

文乃 会長

会長になり早くも７月最後
の例会です。時が、時間が過
ぎるのがとても早くも感じら
れます。ÑHK のテレビでチ
コちぁんに叱られろという番
組があります。五才の女の子
という設定です。一ヵ月又は一年が早く感じるのは、年を
取った証拠と言ってました。ボーっとして生きてんじゃな
いよ。と、𠮟られてしまいそうです。
会長挨拶で何を話していいのかわからないと、パスト会
長の直登さんに話したところ、ロータリーの友を読んで見
るといいよ、とアドバイスをしてくれました。今までは、
何月号の何ページと言われた時だけでした。会長になり目
を通して見ると、まさか、えええぇとビックリする記事が
掲載されてました。それには７月号の縦文字の 4,5,6,7,ペ
ージです。
音楽教育は人間教育のところでした。活水女子大学音楽学
部特別専任教授・活水学院吹奏楽団音楽総監督の藤重佳
久氏です。日本テレビの所ジョージさんの笑ってコラえ
て！という番組の 3 時間スペシャルマーチングバンドの

担 当
会員増強員会
親睦・活動委員会
公共イメー公ジ向上委員会

７月２５日 出席報告
会員数 出席者
欠席者
２８
１６
９
出 席 率 ：６４．００ %
前々週訂正 ：８０．７７ %
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長 ： 福田 文乃
事 ： 大河原 浩

■URL http://takahagirotaryclub.web.fc2.com/

例

会 ： 毎週水曜日 1 2 : 3 0 ～1 3 :3 0

■E-Mail ：takahagi-rotaryclub@h7.dion.ne.jp

公共イメージ委員: 田所和雄 石平光 上田良三 小森勇一
大髙司郎 石君平 花園文熙 棚谷 稔 鈴木直登

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

2.みんなに公平か

3.好意と友情を深めるか

4.みんなのためになるかどうか

旅でした。四つの高等学校を半年間取材し、予選から
全国大会で金賞を取るまでの番組です。涙あり、笑い

各委員会の本年度方針
ロータリー財団委員会 横倉稔明委員長

あり、そして友情、栄光を掴むまでの苦しい練習、辛

委員会構成メンバー；

さ、それを乗り越えた時の感動の 3 時間スペシャル番

横倉、鈴木直登、永山、

組です。

高瀬の各会員

マーチングとは、迫力あるサウンド、華麗なステップ、

<!--[if !supportLists]-->1.

音楽の最高の芸術とまで言われています。

<!--[endif]-->

藤重先生は、プロフィールにあるように精華女子高等

動方針

方針；活

学校吹奏楽部の顧問をしていました。

ロータリー財団の使命は、人々の健康状態の改善、教

マーチングとは、迫力あるサウンド、華麗なステ
2 年生の女子、二人のトランぺッターがソロのポジ
ションを競い合い、切磋琢磨し、成長する姿に思わ
ずもらい泣きをしました。そして心を打たれました。
プロフィールに 13 年精華女子高等学校吹奏楽部、
高校生として初めて福岡県文化賞受賞とあります。
凄いですね。素晴らしいですね。お話をした二人の
トランぺッターの時代です。東京オリンピックの楽
曲で、ジ・オリンピアを演奏しました。彼女たちが
三年生になった時に CD デビューがされました。
あれから、吹奏楽の旅、マーチングバンドの旅は、
番組では放送されていません。まさか、ロータリー
の友で藤重先生を見るとは思いもよりませんでした。
ホスト長崎北ロータリークラブと記載されています。
多分長崎の地区大会で活水女子学院吹奏楽団が披露
したのでしょうか。冊子の中ですが、お元気そうで
何よりです。

育支援、貧困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。 より良い地域
づくりのための活動を支える地区補助金やグローバル
なイニシアチブを資金面で支えるグローバルグラント
の意義の説明と討論を通じて、財団基金の拠出を促し
ていきます。
長年のポリオ撲滅運動（ポリオプラス）は、あと少
しで達成できるところまで来ています。世界中の子供
たちへの素敵なプレゼントになることでしょう。今年
度も青少年奉仕事業の「英語スピーチコンテスト」に
対する補助金交付が認可されてます。
次年度のために、各委員会と協力して、地区補助金
プログラム、GG プログラムへの参加と研究を進めま
す。上記目的を達成するために、当クラブでは財団へ
の寄付を奨励します。
目標は

各会員

20＄＝150＄
ター1､000＄

幹事報告 大河原 浩 幹事
①青少年交換委員会の藤田委員長より「青少年短
期・長期交換生募集要項」の訂正が届きました。
②篠原ガバナー補佐より県北 RAC 助成金納入のお
願いが届きました。2,000 円×28 名分
③高萩ライオンズクラブチャリティーゴルフ開催の
案内が届きました。
④国際ＲＩより、ＲＩ人頭分担金の請求書が届いて
います。

3.PHS

2.ベネファク

1､000＄への参加を進めます。

年次寄付 130＄は、財団月間までに！

ポリオプラス

20＄は早めにお願いします。
また、財団の存在意義と今後のプログラム検討のため
に、財団地区委員の出前卓話をお願いしたい。
2018-2019 年度

RI2820 地区ロータリー財団研究会

（平成 30 年 7 月 14 日

於筑西市ダイアモンドホール）

の報告
1.実績

①財団基金；全クラブが地区補助金を使用

している。 ②2820 地区は年次基金寄付ゼロクラブを
５年連続達成

委員会報告
会員増強・維持委員会 江尻

1.年次寄付 130＄+ポリオプラス
各クラブ 1 名以上の

③財団奨学生は現在の 2 名を合わせて

累積５名

寛委員長

来月は会員増強ＲＩ月間です。
８月１日の例会プログラムは、会員増強フォーラムで
す。会員全員が委員となっております
ので会員候補者１名以上の推薦をお願いいたします。

④基金の使用計画に関しては、次年度計画をガバナ
ーエレクトが立てることになっているが、クラブで決
めることが先づ重要。だが毎回同じやり方は問題あり。
⑤財団の委員は、金の使い方が適正か否かを、厳密
にチェックしなければならない。MOU（覚書）を無視

しているクラブがある。

プログラム・雑誌委員会 鈴木直登委員長
毎月会員卓話を行うとの賛同をいただきましたので
今から、くじ引きを行います。8 月は桜井さん、菊池
さんが卓話。9 月以降の卓話者を決めたいと思います。
10 番までの方が当選者です。

2..重点方針は、①変化の推進者たるべし。②例会を
大事に。
③ポリオプラス目標達成後は６重点分野に深く関わ
る環境問題に目を向けよう。
④財団委員の責務は、財団の存在意義の説明。特に
地区補助金

GG の意義の

説明を通じて財団基金の拠出を会員に促すこと。

ポリオ撲滅の意義を強調し基金を集めること。

⑤財

会、１３時３０分閉会点鐘とする。⑤夜の異動例会は、

団奨学生を推薦しましょう。⑥平和フェローシップを

１８時食事、１８時３０分点鐘開会、１９時３０分閉

推薦しましょう。

会点鐘を基準とする。⑥夏シーズン（５月から１０月）

⑦GG の使用に関しては、積極的に使いましょう。

は、クールビズ（軽装）期間とする。⑦会員相互の交

但し「地域社会調査を相手国（相手クラブ）に任せっ

流が広がるよう、着席位置等を工夫する。⑧私語や

ぱなしにしない」

必要な移動を慎み、秩序と品位を高める。

不

⑧ポリオプラス；野生株によるポリオ症例数は年々
減っている。もう一息最新データ；パキスタン 3 例と

【メークアップ】

アフガニスタン 9 名

７月２２日ＲＬＩ準備委員会打合せ会

財団地区委員が積極的に各クラ

ブへ出前卓話を行います。
（９月〜１ 2 月）

７月２３日ＲＡＣ例会

米山記念奨学会委員会 沼田操委員長

【ニコニコ BOX】

委員会

沼田操

員長上田良三

副委

委員小泉

大髙司郎さん

今川隆さん

沼田操さん：今日は少し涼しく感じますね。もう少し
雨がほしいですね。

文男の３名で行います。

横倉稔明さん：涼しい一日で身体が楽になりました。

活動方針として国際理解

大髙司郎さん：暑さにも負けず、猛暑を乗り切りまし

と親善を深めるためのか

ょう！鈴木国男さん、江尻寛さん

け橋となってもらうこと、

棚谷稔さん：今年度初めてのＳＡＡです。不慣れです

日本で学ぶ外国人留学生に対し少しでも多く奨学金を

がよろしくお願いします。

提供できるようロータリー米山奨学会への協力を促進

石君平さん：炎暑一休み。ホッとしています。

していく。

石川武信さん、櫻井高志さん

事業計画

福田文乃さん：台風が来ますね。少しは涼しくなると

①

会員一人２５００円以上の寄付をお願いする。

いいですね！

内訳

普通寄付

小森勇一さん：この夏大変です。今日あたりから例年

特別寄付

５０００円

会費より納入

２０，０００円以上

皆様の善意宜

のようになるでしょうか。

しくお願いします。

田所和雄さん：猛暑が続いています。適度な運動とこ

② 米山奨学事業に会員の理解と意識の高揚に努める。

まめな水分補給を心掛けています。

③米山奨学生のりんりんさんに卓話をお願いする。年

上田良三さん：ここ数日の猛暑も夏休み。少しはしの

２回準世話クラブ北茨城ＲＣの例会

ぎやすくなりそう！良かったです。

に年４回以上の出席をお願いする。
（８月１０月１１月

花園文熙さん：福田丸出航間もなく１ヵ月。熱さに負

来年１月）

けず元気に行くこと期待します。
鈴木直登さん：きゅうりが出回りはじめた。
「もってい

会場監督（SAA）委員会 石君平委員長
江 尻 寛 SAA, 棚 谷 稔

って」自分の畑にもあるのにな～。地域のいつものこ
とありがたい。

SAA,石平光 SAA の４人
で行う。

本日計

１８，０００円

１．活動方針

累

７７，０００円

計

①会長、幹事、各委員会
と連絡を密にし、例会の
円滑な運営に努める。②和やかな雰囲気の中にも、秩
序と品位のある例会運営に努める。③例会時間厳守。

【ロータリー財団】
本日計
累

計

１８，０００円
３９３，６００円

➃ＳＡＡ（襷着用）４人の交代制で、例会進行とゲス
ト、ビジターを接遇する。
２．事業計画

①友好的な雰囲気を高める例会場を設営する。例会

【ポリオプラス】
本日計
累

計

８，４００円
２１，６００円

場に、
「ＲＩ会長のテーマ」と「四つのテスト」を掲示。
移動例会にはロータリー旗を掲示②例会の初めにロー
タリーソング、毎月第一例会には「四っのテスト」を
唱和し、意識を高める。③ゲスト、ビジターを会場入
口で誠意をもってお迎えし、隣に座り友情を深める。
➃通常例会は、１２時より食事、１２時３０分点鐘開

【米山記念奨学会】
本日計
６，０００円
累 計
８８，０００円

