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★国際ロータリー　RI会長　ホルガー・クナーク

2020ｰ21年度 NO.２ TOTAL ２６３１ 令和２年７⽉１０⽇

勝浦ロータリークラブ週報
h"p://www.katsuura-rc.org/

国際ロータリー第２７９０地区
★ガバナー 漆原摂⼦
★第６グループガバナー補佐 三橋美⼦

勝浦ロータリークラブ
★会⻑ 渡邉昌俊
★幹事 三上直哉
★SAA 磯野武

地区委員
★地区幹事⻑ 吉⽥理愛
★⻘少年交換 三上直哉
★ローターアクト 溝⼝次郎

編集 クラブ会報委員会
★吉野昌和
★関裕仁
★岩瀬洋男

1） 地区より感謝状と委嘱状が届いております。 関 ⼀憲 君
2） RI公認の親睦団体であるロータリー囲碁同好会より、全国⼤会の案内が届きました。国際奉仕活動となっており、⼤会参加は
メークアップになります。定員100名で先着順です。ご興味のある⽅は例会後幹事までお申し出ください。
3） 地区より、規定審議会議案提案の案内⼀式が届きました。クラブ提出の提案を地区⽴法案検討委員会で審議するため、制定案の
クラブ提出期限は10⽉15⽇（⽊）となります。
4) 鋸南ＲＣより納涼例会のお誘い案内がきました。7/30（⽊）にフェリー例会を開催します。ご興味ある⽅はお早めに幹事までお
申し出下さい。
5）先⽇お配りしました活動計画書の５３ページのガバナー事務所及びガバナーエレクトの電話番号に誤りがありました。

0470-307-2790を0470-284-2790に訂正してください。宜しくお願い致します。
6） FAXにてご案内の通り、来週から例会の会場がホテルブルーベリーヒル勝浦に変更になり昼⾷が再開します。12：30開始です。お
間違えの無いようお越しください。

⽶⼭記念奨学会 岩瀬 洋男君
7⽉4⽇にカウンセラーと奨学⽣でセミナーが開催されました。20

数名の学⽣さんが⾃⼰紹介をして素晴らしい学⽣達でした。尚、
来週の例会にテンビー君が２回⽬の参加になります。

これを受けて第2790 地区漆原ガバナーは会員増強の数字だけを上げて成⻑を求めるのではなく現会員を維持し、⾃分のクラブにあっ
た新⼈に⼊会していただくと併せて⽇本の最初のロータリークラブ が設⽴100周年を迎える節⽬の年である今年ロータリークラブの原
点であるロータリーの⽬的「意義ある事業の基礎として奉仕の理念奨励 しこれを育むこと」に戻りクラブが主役となり「奉仕の理念
の実践」を地区スローガンに掲げられました。
第6グループは原点に戻り4つの戦略的優先事項の4つ⽬である「適応⼒を⾼める」に重点を置き研修や親睦活動を通じてクラブの現場
そしてロータリーの過去・現在を学び将来を⾒据え柔軟に対応する能⼒を⾝に付けましょう。ひいては未来のクラブの構築えと繋がる
ものと思います 。
勝浦クラブさんはクラブ内の研修や他のクラブにないクラブアドバイザー制や親睦活動を実践され⻘少年の育成に対してはスポーツ活
動など幅広い分野で地域に根差すた活動を実践されていると平素より関⼼を持って拝⾒させていただいております。浅学⾮才ではあり
ますが、第6グループの皆さんとより良い未来に向けて共に歩んでいきたいと願っております。   

本⽇は、鋸南ロータリークラブより、第6グループ三橋ガバナー補佐、⼿塚幹事にお
越しいただきました。遠⽅よりお越しいただき、誠にありがとうございます。後ほ
どご挨拶を宜しくお願い致します。
梅⾬前線が発達するなか、九州地⽅、岐⾩県や⻑野県では先週今週と甚⼤な被害を
受けております。まだまだ、各地で⼤⾬の可能性がありますので、お出かけの際は
天気予報をチェックし、⼗分に気をつけて⾏動してください。
また、先⽇ニュースでも拝⾒致しましたが、鋸南町では、まだ復興半ばといった感
じの映像を⾒て、⼼痛む思いでいっぱいになりました。早期の回復を⼼より願って
おります。
気象庁のホームページを⾒ますと、⼤⾬の場合、⼤⾬特別警報が危険度としては⼀
番⾼く、災害がすでに発⽣していることを⽰す警戒レベル5に相当するそうです。何
らかの災害が、すでに発⽣している可能性が極めて⾼い状況となっているため、命
を守るための最善の⾏動を取ることが求められるそうです。できれば、警戒レベル
３で⾼齢者は避難をし、警戒レベル４で避難を開始することが望ましいそうです。
さて、本⽇の例会は、クラブ協議会です。後ほど、理事の皆様、委員⻑の皆様には
活動計画書の発表をして頂きますので、ご準備のほど宜しくお願い致します。
本⽇は、今後の新型コロナウイルス第⼆波に備えZOOMでの例会参加をテスト的に
⾏います。

本⽇のゲスト・ビジター
第6グループ ガバナー補佐 三橋 美⼦ 様
第6グループ 幹事 ⼿塚 節 様

関 ⼀憲君

ロータリー財団委員会 吉⽥ 理愛君
今年度の財団寄付をお願いします。⼀括、前期後期でも構いま
せん。封筒は回さず直接伺います。各個⼈のポイントをうつし
て来たので知りたい⽅は聞きに来て下さい。

親睦活動委員会 ⻄崎 和治君
8⽉7⽇の例会は新旧役員歓送迎会・新会員歓迎会を⾏います。
FAXを送っていますので早⽬の返事をお願いします。お弁当を⽤
意しています。お酒は出ないので⾞でお越し下さい。

⻘少年交換委員会 佐久間 淳宏君
7⽉11⽇、ダニエラ・ジョウダンさんが帰国します。キュステで⾒
送りをしますので都合のつく⽅は参加をお願いします。

地区委員会 牧野 利美君
地区⼤会を来年の5⽉9・10⽇に⾏います。本来、⼟⽇ですが今回は⽇⽉になり皆
さんには⽉曜⽇に⾊々と役割がありますのでご協⼒をお願いします。

ガバナー補佐 三橋 美⼦様
昨年の災害そして今なお続くコロナウィルスでの厳しい状況の元、またガバナー輩出クラブとして勝浦

クラブさんにおかれましてはガバナー補佐表敬訪問に伺えたこと⼤変嬉しく思っております。
さて国際ロータリークラブ20 −21年度のホルガー・クナーク会⻑はロータリーは変わらなければならな
い。
1より⼤きなインパクトを与える。
2参加者の希望を広げる。  
3参加者の積極的な関わりを促す 。
4適応⼒を⾼める。
4つの戦略的優先事項を提⽰され実践する事はロータリーの成⻑につながりデジタル時代にロータリーが
適⽤する⼀助となります。
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【活動⽅針】
2020 −21年度のR I会⻑オルガ・クラーク⽒はR Iテーマを『ロータリーは機会の扉を開く』と発表されまし
た。また勝浦R Cから排出されました漆原節⼦ガバナーは地区スローガンとして『クラブが主役となり、奉
仕の理念を奉仕の理念の実施を』と宣⾔されました。そこで当クラブも、このR Iテーマ、地区スローガン
を基にクラブ・クラブ会員が主役となって元気に活動し、他の委員会とも連携しながら多くの機会の扉を
開き、魅⼒あるクラブから奉仕の理念実施に取り組んでいきたいと思います。
【活動計画】
１，15年後10年後を⾒据えた会員増強をクラブ⼀丸となって取り組む。
２，新会員はもちろん全会員向けに充実した研修を実施する。
３，昨年度できなかった定款細則編纂特別委員会にて編纂作業を完結させる。
４，楽しくかつ実りある例会になるようなプログラムを構築し、出席率向上を図る。
５，楽しくなければロータリーではない！楽しく充実した親睦活動をさらに推し進め、当勝浦R Cの最⼤の
武器である『絆』をより⼀層深める。
６，例会に出席できなかった会員へもクラブ週報を通じて情報共有する。
７，ホームページやSNS等を活⽤して、クラブが実施した様々な奉仕活動やロータリーの存在意義を地域
社会に周知させる 。

クラブ管理運営・クラブ奉仕委員会

《会員選考 》【活動⽅針】勝浦ロータリークラブ全会員による新たに会員たる資質を持ち得る⼈材を掘り起こしていただきたい。  
【活動計画】
1,  会員増強委員会と共に携えて、会員相互に情報の収集・共有を進めていく。   
2,  被選考⼈との⾯談結果を理事会へ上程する。 
《会員増強》【活動⽅針】ロータリーの⽬的・ロータリアンの⾏動規範を⼗分に理解していただける⽅の⼊会を推進し、⼊会後は
ロータリーの魅⼒や楽しさを⾃ら体験してもらい、更に新たな会員増強に繋げていく。
【活動計画】 純増3名を⽬標とする。 

【活動⽅針】会員の知識向上と交流を深め、クラブのより⼀層の活性化を図る   
【活動計画】
1,  研修オリエンテーションの実施 ⼊会5年未満の会員を対象とした研修会を実施する
2,  ＲＬＩへの参加     会員にＲＬＩへの受講を推進する。
3,  研修を通じて会員間の交流促進
新会員のみならず⼊会歴5年以上の会員も参加できる研修交流の場を作る。

【活動⽅針】「楽しくなければロータリーじゃない」を合⾔葉に他の委員会とも連携し、クラブ会員やその家族
との親睦を深めるためのイベントを企画し実⾏する。新会員状況につながる活動を⽬指す。
【活動計画】
1,  ニコニコＢＯＸの管理運営   
2,  家族会の実施
3,  親睦旅⾏の企画、実施   
4,  ロータリー諸活動への協⼒  
5,  地区親睦野球⼤会への積極的な参加・応援 

【活動⽅針】ロータリー活動の中で重要な例会が有意義な時間になるようなプログラムを企画する。
【活動計画】
1,  ゲスト卓話・会員卓話の実施     
2,  ⽉刊テーマに沿った担当委員からのプログラムの実施
3,  地域で活躍している経営者や団体の関係者を例会に招き、当クラブの良さを知っていただくとともに新会員
増強に繋がるよう働きかける  。

次回例会
７⽉17⽇ クラブ協議会
７⽉24⽇ 休会
７⽉31⽇ 会員卓話
８⽉７⽇ 新旧役員歓送迎会・新会員歓迎会

例会⽇ 毎週⾦曜⽇ 12:30〜13:30

例会場所 東急ハーヴェストクラブ勝浦
勝浦市中島５９０−９        TEL０４７０ー７６ー０１９９

事務局 三上直哉    勝浦市新官１３５８
TEL０４７０ー７３−１３９６ FAX０４７０ー７３ー０１１６

出席報告 会員数４１名 出席者数３８名 ⽋席者数３名 出席率 ９２.６８%

会員選考・会員増強委員会

中村 昇君

中村 吉政君

クラブ研修委員会

定款細則編纂特別委員会 昨年中に完成させる予定でしたがコロナの関係もあり、今年度中に完成させます。

【活動⽅針】 例会に出席することをロータリー活動の基本と捉え、会員が気軽に参加でき、かつ実りあ
る例会にする。会員同⼠の親睦を深めるとともに、それぞれの資質を⾼めて、例会はもとより地区⼤会や
その他の各種奉仕活動への積極的な参加を促す。    
【活動計画】
1,  出席率最⾼パーセントを⽬指す  。
2,  ⽋席時の連絡ルールを全会員が再確認し事前の出⽋連絡を周知徹底させる。 
3,  出席率向上のために他のクラブへのメイクアップを奨励 する。
4,  年間出席率100%の優秀な会員に対して表彰する。
5,  メークアップのルールを再確認し周知する。

出席委員会

⼩林 淳⼀君

親睦活動委員会

⻄崎 和治
プログラム委員会

秋葉 厚⼦クラブ会報・公共イメージ委員会 

《クラブ会報》【活動⽅針】毎週の例会内容や委員会活動、各種報告、連絡事項などを掲載したクラブ会報を発
⾏する。例会の出席者だけでなく⽋席者にも連絡事項が伝達できるような内容にして会員間の情報共有を図
る  。
【活動計画】
1,  会報は基本的に毎週例会毎に発⾏する  。
2,  会報は簡潔に分かり易い内容にする。
3例会以外の委員会活動や地区活動も可能な限り掲載する。 
《公共イメージ》【活動⽅針】会員への様々な情報の伝達及びロータリアンでない⽅達へロータリーがどのよう
な活動をしているか伝えていく。ホームページやFacebook等を積極的に活⽤し対内的には情報の共有化と利便性
の向上を図り対外的にはロータリーのブランドイメージの向上を図る。
【活動計画】
1,  クラブのホームページ上で例会のプログラムや星プロジェクトなど事前にスケジュールなどを知らせる。
2,  「ロータリーの友」や地区ホームページ、Facebook等に掲載された他クラブの活動情報を会員へ紹介する。    

吉野 昌和
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職業・社会・国際奉仕委員会

【活動⽅針 】
「クラブが主役となり奉仕の理念の実践を」と⾔う地区スローガンに基づき会員が地域社会に対する
責務を遂⾏することに指導と援助する。 
 【活動計画】
1,  元気なクラブ、会員にとって魅⼒あるクラブ作り向けた奉仕に取り込む。  
2,  ⼩委員会からの⽴案、提案を確実に円滑に遂⾏できるように理事会・プログラム委員会等に諮り計
画を実りあるように努める 。
3,  ２０２０−２１年度地区⼤会に積極的に参加成功裏に収める。 

牧野 利美君

職業奉仕委員会

社会奉仕委員会

国際奉仕委員会

【活動⽅針】
奉仕の理念を理解し実践する事はロータリーの基本活動の1つです。職業奉仕とは⽇常の職業活動を
通じて社会の⼈たちの模範となり道徳的能⼒を向上させることにより実現できるものと考えます。そ
こで当委員会は以下の活動計画を実施します。   
【活動計画】
1,  職場体験を通じて職業奉仕の理念を理解し社会貢献の実態を学ぶ。
2,  地区職業奉仕担当委員等の卓話を通じて職業奉仕の理念を理解する研修を実施する。    

【活動⽅針】
奉仕の理念とは「他⼈のことを思いやり他⼈のためになることをしよう」と⾔う考え⽅です。奉仕プ
ロジェクトは、ロータリーの基本理念を実現するための⼿段です。地域のニーズをとらえ、奉仕を受
ける相⼿にとって有効なプロジェクトを計画し実践します。   
【活動計画】
1,  勝浦ビーチクリーン運動への参加。
2,  官軍塚〜⼋幡岬ウォーキングコースのクリーン運動を実施。    

【活動⽅針】
国際奉仕として、どのような奉仕活動が⾏えるかを考え、今後につながるような企画を⽴案する。⼈
の動きが制限される中どのような国際奉仕が⾏えるかを考える。   
【活動計画】
1, 企画アイデアを募る。
2,  過去の事例を調べる。   
3,  Web会議等を開催し意⾒交換する。 

内村 愛君

久我 守正君


