
  

  

 

 WEEKLY COMMUNICATION

 国際ロータリー第2790地区 第3グループ
 　千葉西ロータリークラブ
      Rotary Club of Chiba-West

創　立　1976年1月20日　　承　認　1976年2月25日
会　長　花  光  和  久　　　 　幹　事　白  井  貴  博
例会場　千葉スカイウインドウズ 東天紅　センシティタワー23階
　　　　TEL 043-238-5555
例会日　毎週火曜日 12:30～
事務局　千葉市中央区新田町12-1　トーシン千葉ビル7階
　　　　TEL 043-245-3202　FAX 043-245-7522
　　　　E-mail：chibawestrc@wrpc.co.jp
　　　　URL：http://www.chibawest-rc.net/

   地区行動指針 ： 「伝統と未来」 ～誇りと連帯感～
クラブスローガン ：「会員間の交流を深める」「ロータリーライフ楽しむ」「ロータリーアンになって良かったと感じる」「会員自身の成長に繋げる」

インスピレーションに
なろう

■ 会長挨拶 /花光和久 会長
　一年間を務めの終わりを迎えてやっとホット出来る時が来たという気持ちです、一年間有り
難うございました。
　まず最初に、白井幹事には社業多忙の中　段取りよく行動していただき　一年間運営出来た
事に感謝します。そして , 事務局の森川さんにも 先を見据えたアドバイスに 感謝を致します。
　振り返ってみますと
　１．白井幹事には 年間例会数 40 回にチャレンジを お願いしました。これは前年より 4 回
　　　少ないので、そのぶん例会を充実するために　例会場を移動しての炉辺会談等の夜例会
　　　を意識しました。
　　　ただ夜例会は、高齢会員の方には往復の足元が暗く、申し訳なかったと反省しています。
　　　この 40 回の問題解決は難しいと思いますが、いま思うと昼の例会場の工夫もあったか
　　　なと反省しています。
　２．渡辺 SAA には終了時間厳守の進行をお願いし、平時の例会で時間を超えたのは数回かと思います。そして、
　　　結婚誕生祝いの会長の立ち位置についても変えました。
　３．会員増強についてですが、秋元会員・根本会員の退会、谷中会員の急逝・園川会員・内貴会員の健康上の理由
　　　で退会された事は、高齢等でもあり已む得ないものですが、その減員分の新人会員を確保が出来なかった事は
　　　残念でした。退会については常にクラブの懸案事項であり今後も新人会員対策が必須です。
　４．クラブ広報 IT 情報雑誌委員会は、懸案であったホームページを年度前から刷新活動をし、地区から広報部門で
　　　表彰されました。白井幹事・野城委員長ほか、委員会の皆様・藤崎会員・事務局の森川さんには厚くお礼を申
　　　し上げます。
　５．プログラムについては、大森年度の方針である「良いクラブ・魅力あるクラブ・参加したくなるクラブ」を念頭に、
　　　まず会員間の理解を深める事が大事であると考えていました。
　　　西川委員長には、この前述の件をお願いする前に、西川委員長から今年度は会員卓話を中心にしますと話があ
　　　り私の考えと一緒であった事が何よりでした。
　６．親睦活動委員会には、納涼・忘年とも盛会でしたありがとうございました。そして姉妹クラブ高雄北区 RC・
　　　釜山鎮 RC との 3 クラブ合同旅行を実施する事に協力いただき感謝いたします。
　７．職業奉仕委員会の今野委員長には地区 RLI 委員長との兼務で大変だったと思います。
　８．社会奉仕委員会には稲毛駅前花壇の管理継続事業・いのちの電話への協力。DF美浜の支援でお世話になりました。
　９．国際奉仕委員会　3クラブ合同例会は大変でした。一年前に決めた来葉日が段取り終わった後に変更になった事、
　　　姉妹クラブ合同例会開催日が、従来の来日直後が、帰国日前日になった事で、大幅に受け入れ体制の変更を余
　　　儀なくされ、予算的にも大変な事業となりました。
  10．R 財団では　当クラブが初めて地区補助金に取り組みました。すでに補助金の申請を行いました。次年度に結
　　　果報告を行い完了します。寄付目標も達成できました。
  11．米山奨学委員会には　例年通りの寄付金を集めていただき　目標を達成していただきありがとうございました。
　　　そして奨学生の受け入れ事業に感謝致します。海寳カウンセラー
　　　にも感謝致します。
  12．研修リーダーにロータリーワンポイントをお願いしましたが、種々の事情で例会時間中に発表できなかった事
　　　があったことは残念でした。
　結びに、クラブは会長幹事で運営できるものではなく各委員会皆様の活動に支えられています。各委員会の皆様に
は一年間ありがとうございました。そして事務局の森川さんに感謝し会長挨拶と致します。
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■ 幹事挨拶 /白井貴博 幹事
　皆様こんばんは、ご来会頂きました、千葉東 RC 高柳会長と会員の皆様 千葉若潮 RC 松原会
員と会員の皆様 お忙しい中ご参加いただき誠にありがとうございます。
　この一年間、幹事を務めまして、あっという間でしたと言いたいところですが、私の中では
3 月を終わり、残り 3 ヶ月が長く感じやっと終わるという今の心境であります。それだけ千葉
西 RC の幹事の重圧を感じたのだと思います。
　本年度の主な取り組みを振り返りますと、大森年度からの引き継ぎ課題として、ホームペー
ジの新規作成、米山奨学生カウンセラーにかかる登録料等の予算化、また、規定審議会に伴う
例会回数の変更による年間例会回数 40 回の実施、クラブ事業ですと輪番制による姉妹クラブ
受入が挙げられます。
　ホームページの新規作成については週報の更新等の成果が出た反面、最大限の活用がなされ
ていないので次年度への課題かと思われます。
　米山奨学生カウンセラーにかかる予算化については、奨学生の同行等による時間的負担が大きい中、少しでも金銭
的な負担をクラブで補えるようにと思いました。本年度は趙君をカウンセラーとして支えてくれた海寳 PP には厚く
御礼申し上げます。
　年間例会回数 40 回の実施は今後の会員数減少による予算の減少も視野に入れサンプル的に行ってみようと会長と
も話し実践しました。私なりに感じたことは、地区及びグループ行事への振替例会等による通常例会の減少で、委員
会等の打ち合わせの場が減り また、予定の確認や事業の出欠確認も取りづらく 運営面で少なからずの支障があったか
と思われます。また、例会数を減らして会員数を増やす、また、出席率を上げるなどの目的はあまり効果が無かった
ものと感じられました。
 　姉妹クラブの受入では各委員会に大変苦労をかけました。当初予定していた受入日は姉妹クラブの都合により 1 週
間ずれ、 計画の練り直しとなりました。西川プログラム委員長には再三のプログラム変更でご苦労をかけました。書
画交流での登戸小との打ち合わせ、又 WCS 事業として千葉みらい響の杜学園へのコンタクト、さらには合同例会 ウェ
ルカムパーティの企画打ち合わせ等を担っていただいた川城委員長をはじめとする国際奉仕委員会の皆様、急遽で親
睦旅行も合同での企画となり前野委員長をはじめとする親睦活動委員会の皆様 、さらには多忙の中、参加いただいた
会員の皆様にはご協力いただき、本当に感謝の気持ちで一杯であります。
　このような事業等の取り組みの中で一番不安視したのは予算の部分でありました。例年よりも支出項目が多く、収
入に至っては新入会員が 2 名入会という中で、退会者が 5 名と収入源が減り、予算のコントロールは会長幹事で気が
かりなところでした。 ここについては各委員長や事務局森川さんの配慮やアドバイス等により大変助けられました。
　一年間通じて私自身感じたことは委員会の開催が少なかったことです。これは私の課題にもなりますが、もっと委
員会の開催を促せればよかったかなと反省しております。当クラブでの奉仕事業等は長年同じ活動内容であり、よく
言えば継続性があると言えますが、通り一辺倒なため、前年度の内容を確認できれば委員長のみでも段取りができて
しまいます。そうではなく、新たな企画を委員会で話し合い、各委員のメンバーが事業に参加する。これによりクラ
ブの活性化が行われると思います。今年度のロータリー財団委員会で大森委員長より地区補助金の申請の動きが出ま
した。ふれあい花壇のテコ入れとなりますが、当クラブでなかった新たな活動でありクラブの活性化のキッカケにな
ればと祈念します。
　終わりに初例会での決意表明で幹事就任に際し 「忙しくてもできる」と掲げましたが、この目標に対して実際のと
ころは不十分な結果と思っております。多くの事業に目を配り、各委員会を管理していくにはそれなりな時間の余裕
と経験が必要だと感じました。しかし、このような私でも一年間 幹事を務められたのは当クラブ会員の皆様 また、本
日お越しの他クラブの皆様のご指導とご協力によるものであり大変感謝いたします。
　以上、話しは整いませんが皆様への感謝とお礼を申し上げ 幹事離任の挨拶とさせていただきます。
　一年間本当にありがとうございました。

■ 会長エレクト挨拶 /野口アキ子 会長エレクト
　皆さんこんばんは　只今ご紹介いただきました　次年度会長の野口アキ子です。
本日はご多用の中、各クラブの皆様にご参加いただきまして有難うございました。花光会長・
白井幹事　一年間大変お疲れ様でした。
　花光会長・白井幹事方針であるロータリーライフを楽しくをもとに円滑に 1 年間素晴らしい
指導力を発揮して、有意義で楽しいロータリーライフに取り組んで頂きました。
　野口年度は 3 年の戦略計画の最後の年になり、2 年間で評価された以外に力を入れて参りま
す。飯高幹事共々、お役目をしっかり務めさせて頂く所存です。
　会員の皆様のご指導を心よりお願い申し上げまして、ご挨拶に代えさせていただきます。

■ 副幹事挨拶 /飯高喜代志 副幹事
　皆さま今晩は。ご紹介頂きました飯高です。今日は花光年度最終例会となって居ます。
　先程、野口エレクトもおっしゃっていましたが、7 月の第 1 例会が次週で有りますので、ちょっ
と長めのご挨拶は次週にさせて頂きたいと思います。
　この一年副幹事として、花光会長又白井幹事の近くで勉強をさせて頂きましたが、最近になっ
て１つの答えを見つけました。白井幹事は千葉西のスーパー幹事であるのは会員の皆様もお分
かりだと思います。野口エレクトには誠に申し訳ないけど、私はスーパーでは無いので、多く
の難題にぶつかると思いますが、
　皆さまご協力を頂きながら頑張って行きたいと思います。
　最後になりますが花光会長白井幹事一年間お疲れ様でしたありがとうございます。以上です。



第2062回【3】2019年6月25日(Vol-40)

■ お客様
　磯崎正一 様（遠藤平会員ゲスト）
　高柳啓一 様（千葉東 RC 会長）
　藤本俊哉 様（千葉東 RC 幹事）
　鳴海寿裕 様（千葉東 RC 会長エレクト）
　松原正吾 様（千葉若潮 RC 会長）
　村田秀喜 様（千葉若潮 RC 幹事）
　内藤定雄 様（千葉若潮 RC 会長エレクト）
　小金澤庸晃 様（千葉若潮 RC 副幹事）
　原田宗弘 様（千葉若潮 RC 直前幹事）
　清水　隆 様（千葉若潮 RC 公共イメージ委員長）

■ ご挨拶　千葉東RC　高柳啓一 会長
　皆さん、こんばんは。はじめに花光会長、白井幹事、一年間大変お疲れ様でした。千葉東 RC は昨日、慰労激
励会を終了しました。花光会長にご挨拶を頂きました。今年一年、会長として地域社会、クラブに十分な奉仕活
動を出来たか、不安でしたがどうにか一年を終えました。クラブでは今年度「奉仕の理想～やり遂げる決意」をテー
マに掲げました。今、会員の大きなご協力があり、やり遂げたと思っています。今後も親クラブの千葉西クラブ
さんを道しるべとして、また千葉若潮クラブさんと友好関係をより強めるため、3 クラブ合同例会は必要だと思っ
ています。すぐに次年度が始まりますが、頑張って頂きたいと思います。結びに千葉西 RC 様の益々のご発展を
お祈りして、挨拶とさせて頂きます。ありがとうございました。

■ ご挨拶　千葉若潮RC　松原正吾 会長
　こんばんは。若潮の松原です。花光会長、白井幹事には本当にお世話になりました。大変なお心遣いを頂き、
お二人には甘えてしまいました。5 月 16 日当クラブ創立 20 周年の際には、全員登録、多くのお客様にいらして
頂きありがとうございました。ローターアクトを設立しましたが、一つのクラブで活動をするには厳しいものが
あります。是非ご支援をお願い致します。千葉西さんからは何かにつけお心遣いを頂いております。今後も良い
お付き合いが出来るように野口新会長様、飯高新幹事様、宜しくお願いします。本日は、本当におめでとうござ
います。

■ 四つのテスト/ 川島治代 会員
 「言行はこれに照らしてから」
　真実かどうか
　みんなに公平か
　好意と友情を深めるか
　みんなの為になるかどうか
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会長バッチ 幹事バッチパスト会長バッチ パスト幹事バッチ
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総　数 対 象 者

クラブ広報・IT・ロータリー情報雑誌委員会 【委員長】野城隆憲【委員】三上　浩  平良真人  菊池民雄  *依田和孝  *庄司芳樹  *北村悠介  *長坂圭将

メーキャップ
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7月2日(火)]

　新年度初例会

　「就任の挨拶」

　野口アキ子 会長

　飯高喜代志 幹事

18:30点鐘 千葉スカイウインドウズ 東天紅

第2062回【6】2019年6月25日(Vol-40)

 ニコニコBOX
・千葉東 RC 様…花光会長、白井幹事、一年間色々とお世話になりありがとうございました。本当に、お疲れ様でした。
・千葉若潮 RC 様…20 周年例会にご参席いただきありがとうございました。花光会長、白井幹事、一年間お疲れ様でした。
・花光会長…一年間ありがとうございました。会員皆様のご協力に感謝いたします。
・白井幹事…皆様、一年間ありがとうございました。
・黒川…花光会長、白井幹事へ感謝の意をこめて。
・阿部…会長幹事、お疲れ様でした。
・海寶…花光会長、白井幹事、一年間のご活躍ご苦労様でした。
・大森…花光・白井会長幹事、一年間お疲れ様でした。野口・飯高会長幹事、これから宜しくお願いします。
・西川…花光会長、白井幹事、一年間お疲れ様でした。野口新会長、飯高新幹事、一年間頑張ってください。
・遠藤平…花光会長、白井幹事、一年間本当にご苦労様でした。
・川島治代…花光会長、白井幹事、一年間ご苦労様でした。
・藤崎…花光会長、白井幹事、お疲れ様でした。いいなぁ～
・前野…花光会長、白井幹事、一年間お疲れ様でした。
・長坂…花光会長、白井幹事、一年間大変お世話になりました。ありがとうございました。


