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会長・幹事のタスキを新たに導入しました。お二人ともお似合いです。
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くもり

司会

草野会員

ロータリーソング 「我等の生業」
◎本日の出席状況
出席：29 名（27 名）中

14 名

51.9％

欠席：伊東・平山・藤代・松本・守屋・長野・岡田・大原・三須・斉藤（英）・斉藤（守）・度会・輪湖・
（相澤・柴田）各会員
◎メークアップ
９／６～鈴木（恭）～９／１～地区財団セミナー
９／ 10 分～岡田～９／３～大宮西 RC・度会～理事会
◎クラブ協議会発表
・水庫会長：クラブ運営と抱負

・岡田増強委員長：会員増強について（鈴木幹事代読）

・相澤国際奉仕委員：国際奉仕について（水庫会長代読）
◎西日本豪雨災害義捐金（ボックスを回す）
９／ 13 分義捐金：16,000 円 （次週もボックスを回す）
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水庫会長

本日は、９月 27 日に予定されています、３クラブ合同でのガバナー公式訪問に備えてのクラブ協議会で
す。
後程、それぞれの担当者からの発表をお願い致します。
また西日本豪雨、北海道地震について、ガナバー事務局より義援金についての文書が届きましたので、詳
細決まり次第皆さまにはご連絡いたします。
今月９月は基本的教育と識字率向上月間、またロータリーの友月間となっております。
今月のロータリーの友より、記事を抜粋してご紹介したいと思います。
９月号の横組み、巻頭特集として、
「いっしょに笑顔、国内の子どもの貧困対策・居場所づくり」が組まれ
ています。
日本では、子どもの貧困が問題化する一方、大量の食品が廃棄されている矛盾があります。
この「食品ロス」の問題を解決すべく東京八王子ロータリークラブで、行われている支援活動を紹介して
います。具体的には、「フードバンク TAMA」の支援です。
フードバンクとは、食べられるのに廃棄されている食料品を集めて、食品を求めている各所に届けるボラ
ンティア活動です。利用者は、児童養護施設、一人親家庭、生活保護・就業支援家庭などさまざまです。
「できる人ができる時に、できることを無理なく」楽しみながら続けていけたら、地域は住みやすい街に変
わるでしょう、と記事は締めくくられています。
ロータリーの友月間について、地区代表委員の役割についての記事も続きます。
また友を毎月１回例会で紹介し、内容を読み込むというクラブの紹介があります。これは当クラブでも行っ
ておりまして、担当委員長には継続をお願い致します。
皆様、後でゆっくりと記事をお読みいただけたらと思います。
最後に、今月の理事会で承認されました「会長幹事用タスキ」本日から着用しています。
皆様、ありがとうございます。

幹 事 報 告

鈴 木（ 隆 ） 幹 事

（ガバナー公式訪問に備えてクラブ協議会）
１．例会臨時変更

船橋西 RC

９月 21 日（金）の例会は新会員歓迎例会のため時間変更
場所：なべ三

点鐘：18：00

２．地区財団統括委員会より「ポール・ハリス・ソサイエイ」の入会のお願い
※ロータリー財団の年次寄付・ポリオプラス、財団が承認したプログジェクトに毎年 1,000 ドル以上の
支援を約束した方が入会できるプログラムです。
希望者は事務局までお知らせください。
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３．西日本豪雨災害義捐金及び北海道胆振東部地震義捐金について
・西日本豪雨災害義援金については各クラブの判断にお任せする旨お伝えしましたが、この度ガバナー会
より災害に合われた義捐金振込み先の案内が参りましたので、お知らせします。
被災地義捐金窓口口座：2670 地区

愛知・香川・高知・徳島県

2690 地区

岡山・島根・鳥取県

2710 地区

広島・山口県

※クラブとしての対応は至急理事会で検討いたします。
・北海道胆振東部地震義捐金については、地区としての取り纏めはしませんので、各クラブでご判断くだ
さい（日本赤十字への寄付など）
４．2021 ～ 22 年度ガバナー（ガバナーノミニー・デジグネイト）候補の氏名公表
ガバナーと指名委員会は、国際ロータリー細則第 14 条の諸規定により、７／ 10 付で各クラブ宛て、標
記候補者の推薦を依頼しましたが、９／ 10 締切までに１クラブより推薦がありました。
千葉ロータリークラブ

から

梶原

等君（千葉ロータリークラブ）

指名委員会は同君を適格と判断し、全クラブに報告いたします。
５．ロータリー財団

2018 ～ 2019 年度

地区寄付レポートが届いております。

今年度地区の寄付目標は、年次寄付１名 150 ＄、ポイオプラス１名 30 ドルです。
当クラブの年次寄付目標は 6,000 ドルです。ご協力をお願いします。
６．地区
日

二輪同好会より

ツーリングのお知らせ（雨天中止）

時：2018 年 11 月 11 日（日） 集合：９：00 ～解散 15：30 頃

集合場所：館山自動車道「市原 SA」集合：９：00
行

出発：９：30

先：養老渓谷

参加対象：二輪車に趣味を持つ会員家族
本日の卓話

登録料：現地負担

ガバナー訪問に備えてクラブ協議会

◎各委員会報告
社会奉仕委員会 「９／ 30
９／ 30

献血活動について」

織戸副委員長

全体で 60 名以上の献血が必要です。人数が少ない場合は献血車を呼べなくなる恐れがありま

す。従業員の皆さまや、お知り合いへお声かけをお願い致します。
出席委員会 「無断欠席について」

遠田委員長

例会出席は会員の義務です。都合がつかない欠席はやむを得ないが、無断欠席は厳禁です。ランチがもっ
たいない。

本日の例会は出席者が少なく寂しい状況でした。会員同士で声を掛け合い、出席をお願い致します。
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・ガバナー公式訪問に備えてのクラブ協議会ご苦労様でした。

山口

・卓話を聴いていただいてありがとうございました。

遠田

習明
毅

・皆様、９月 27 日のガバナー訪問よろしくお願いいたします。又 30 日の「ひがふなフェスタ」もあわせて
ご参加ください！

水庫

直子

・国際奉仕活動の長い歴史がある事を初めて知りました。今回も現地で喜んで頂ける活動になると良いなと
思っています。

山本

宏子

・「きらきら眼鏡」を鑑賞してきました。船橋の名所がいろいろ出ていました。映画の最初の登場人物は中村
さんでした。中村さん、おめでとう。

大家

浩明

・都内の税理士会の式典に出席のため早退します。申し訳ありません。

鈴木

恭浩

・幹事タスキをして身の引き締まる想いです。体も引き締めたいです。

鈴木

隆男

今 週 の ニ コ ニ コ BOX

９月 13 日

7,000 円

累計

308,000 円

次回予定
９月 20 日（木） 第

1983

回例会

卓話 「かものはしの活動について」 認定 NPO 法人かものはしプロジェクト

９・10 月のプログラム
９月20日（木）
27日（木） ガバナー公式訪問：
鎌ヶ谷・東・南３クラブ合同
30日（日） 献血活動
（ひがふなフェスタ会場）
10月４日（木） 三つのお祝い・会員スピーチ・
理事会
11日（木）
17日（水） 例会：第２グループ情報研究会
週報今週の担当

中

村
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