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第１回例会 №１７月6日㈮

　国際ロータリー　2018-19 年度
テーマは「インスピレーションにな
ろう」であります。
　「インスピレーションとはなにか」
ですが、例えて言うならば、63 年前、

1955年８月15日�RIより加盟承認された高田ロー
タリークラブ　チャーターメンバー 24 名の方々
が抱いた「奉仕の理想への思い」と理解していた
だければ宜しいかと思います。意欲と行動を引き
出す力です。
　2018-19 年度�会長を務めます牧野です。
　64 代目会長として、皆さまと一緒に楽しいロー
タリーライフを送れるよう佐藤幹事と伴に一年間
務めてまいりますので宜しくお願い申しあげま
す。
　本年度の例会は、47 回あります。その内、平
成の例会は 39 回、2019 年５月からの新しい元号
の例会は８回です。
　時代の節目の中で、高田ロータリークラブのイ
ンスピレーションはここに集う皆さまお一人おひ
とりの「変化への思い」にほかなりません。
　次年度は当クラブから３人目のガバナーを輩出
いたします。私たちの思いが問われる年でもあり
ます。

　今日は、クラブフォーラムです。宜しくお願い
申し上げます。

出席率　98.21％

会�長・幹事―一年間精一杯務めてまいります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

大�島　誠君―百年料亭ネットワークの報告で
す。６月 29 日有識者会議開催、７月５日百年
料亭議員連盟設立、これからの皆様のご理解と
ご支援をお願いいたします。

入会式
柴山圭一君（㈱第四銀行　執行役員高
田営業部長）

社�会奉仕委員会―７/１関川クリーン作戦参加
報告

配布物：�週報№ 47・クラブ協議会資料・大谷GE
事務所についてお知らせ・ロータリーの
友７月号・2019 年短期・長期交換学生募
集要領

会長挨拶会長挨拶 牧野　章一牧野　章一 出 席 報 告

セ レ モ ニ ー

委 員 会 報 告

幹 事 報 告

ニコニコ B O X 紹 介
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◆SAA　橋本委員長
運営方針
　会場監督という使命から、ロータ
リーの基本である「親睦～奉仕」を大
切にした、リラックスした親睦ムード

の例会にしたい。規律と品格ある高田ロータリー
クラブを維持する。
事業計画
１．�卓話中の私語を厳に慎む。卓話者に失礼であ
ると同時に他の会員の耳ざわりになる。

　　�なお卓話者に礼を失すること無く卓話開始時
間は 13：05 を過ぎてはならない。（時間厳守）

２．�新会員及び来訪者に対しては推薦者や、親し
い会員が同席するよう配慮する。また来訪者
の退席時には全員拍手でお送りする。（メイ
クアップ者を含む）

３．�前年に習い原則として月２回のくじ引きによ
る着席テーブルとする。

４．�食事を楽しいものにするため、極力メニュー
のバラエティー化をはかり、ミリオンダラー
月２回としたい。

５．�遅刻、早退者は300円程度をニコニコBOXへ。
その分親睦会などで楽しんで。

６．�無断欠席の禁止。急な欠席時は必ず事務局へ
連絡のこと。（無駄を省くため）

７．�親睦委員会、出席ニコニコ BOX委員会と連
携を図り、共に例会運営にあたる。

◆クラブ奉仕A　髙坂委員長
・�職業分類・ロータリー情報、会員増
強、会員選考の各委員会と連携して、
会員純増３名の達成を目指します。

・ファイヤーサイドミーティング、情
報発信等を行うと共に、SAA、クラブ奉仕 B
の皆様と連携し、会員の定着に努めます。

・�大谷年度に向け、ご縁を結ばせて頂いた皆様が
「やはり高田クラブの会員で良かった」と笑顔
で歩めるよう微力ながら努めて参ります。

　最後に私事ですが、いままで気ままに楽しく
RCを楽しんできましたが、いよいよお尻に火が
ついてまいりました。これから一年は、次年度に
向け学び且つ仕事と心の整理をしていきたいと思
います。

◆職業分類・ロータリー情報委員会
本山委員長

運営方針
　ロータリークラブは、その発祥の歴
史から解るように職業分類を原則と

クラブ協議会　その１

　2018-2019 年度�国際ロータリー・第 2560 地区
のテーマは次の通りです。
　国際ロータリー　2018-19 年度テーマ
	 「インスピレーションになろう」
　第 2560 地区　2018-19 年度テーマ
	 「自らのロータリーストーリーを
	 	 	 	 作りましょう」

　この RI 会長、地区ガバナーのテーマを受け
2018-19 年度高田ロータリークラブの会長テーマ
は、「善意を深め、奉仕の力を昂めよう」とし、“善
意にある、好意と友情、寛容と思いやりの力、善
意を深めて、奉仕の力を昂めましょう”を信条と
して加えました。
　次に活動方針を述べさせていただきます。
活動方針
１．�魅力ある例会づくりでロータリーの友情を深
めよう。

２．�会員数は地域との関わりを示すバロメータで
す。地域社会との絆を強めるため、会員増強
は、メンバー全員で取り組みましょう。

３．�地域と共にある社会奉仕活動を実践しましょ
う。多くのメンバーに参加してもらいましょ
う。

４．�１年交換学生事業をメンバーの積極的な協力
を得て奉仕（善意）の機会を創出しましょう。

５．�若い世代の力を引き出すために、ローターア
クトの活動と会員増強支援しましょう。

６．�ロータリー財団、米山奨学の寄付目標を達成
しましょう。

７．�高田東ロータリークラブ創立 50 周年にスポ
ンサークラブとして参加し友情を深めましょ
う。

　この内、会員増強は、RI・地区ともに大きな
課題です。今年度地区会員増強の目標は純増５％
です。多くの会員から新会員の推薦を頂ける方法
等を検討してまいります。また、１年交換学生事
業は当クラブで初めての試みであります。丁寧な
対応に心がけてまいります。
　この１年間、皆さまの善意とご協力を宜しくお
願い申しあげます。

年度テーマと活動方針� 会長　牧野　章一
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社会奉仕委員　古渕　英一 君
　頸城連山が輝いた７月１日。牧野年度の初仕
事「関川クリーン作戦」に 22 人が参加しました。
稲田橋から中央橋の間で写真のとおりごみを収
集。関川の環境保全にいい汗をかきました。

し、事業や専門職務として地域社会を代表する人
たちで構成されています。会員構成は、片寄るこ
となく均衡の取れた組織が大切です。ロータリー
情報では、新入会員に速やかにロータリーを理解
していただき、ロータリアンとして情報を提供し
ます。
事業計画
１．�新会員を中心としたファイヤーサイドミー
ティングを開催し、多くの会員からも参加を
お願いする。

２．�会員、特に新会員に、例会や所属委員会への
出席に加えて、地区大会や地区協議会などへ
の出席をすすめる。

◆会員増強委員会　本山委員長
運営方針
　純増３名を目標とし、特に職業分類
表の未充填職業分類を埋めるべく候補
者の情報を現会員の理解と友情に期待

し調査して会員増強に努力する。ただし、会員増
強は、数及び質の両面にわたって考えるべきであ
り、そのことを考慮に入れ会員増強に務める。
事業計画
１．�全会員に対し、新規会員候補を積極的に推薦
するよう要請する。

２．�関係委員会に対し、会員の満足度を高め、よ
り魅力のあるクラブ作りをお願いし会員の退
会防止に務める。

◆会員選考委員会　大谷委員長
候補者必須条件
　善良さ・高潔さ・リーダーシップ性・
職業及び地域社会で良い評判を受けて
おり、地域社会、世界に奉仕する意欲

のある成人
運営方針
１．�会員は必須条件を満たした候補者を理事会に
推薦して下さい。その後、当委員会で選考し
て 30 日以内にこの候補者の入会の認否を決
定し、推薦した会員に理事会より通知します。

２．�理事会から異議が出た場合は、選考手続を中
止します。

３．�認否判定「否」又は「異議」が出た場合を想
定し、推薦人には本クラブに入会推薦してい
ることは候補者に伝えないよう周知をお願い
します。（トラブル回避）

◆クラブ奉仕B　大島委員長
運営方針
　牧野会長の活動方針の第一である
「魅力ある例会づくり」を目指します。
また、クラブのインスピレーションを

引き出すために、「業界や地域を知る・ロータリー
の可能性を知る・会員相互の理解を深める」ため
の卓話内容を吟味し、懇親を深め、クラブの結束
とエネルギーを高め高田ロータリークラブ３人目
のガバナーを輩出する次年度へつながる様に努め
ます。また、RIとの距離を縮め、上質でタイムリー
な情報を得るためにMyRotary への登録を推進
いたします。
事業計画
　牧野会長の方針に則り、出席・ニコニコ BOX
委員会、プログラム委員会、親睦委員会、広報・
会報・雑誌委員会の４委員会の合同委員会を年２
回開催いたします。

◆出席・ニコニコBOX委員会
羽深委員長

運営方針
　当委員会は例会における親睦活動の
一つでもありニコニコ BOXを効果的

に運営して会員の篤志による献金を助成し社会奉
仕活動実行のための資金つくりに積極的に努める
ことを方針と致します。
　会員の出席について、新会員及び欠席者に RC
の情報を共有し、出席向上に努めます。
事業計画
　例会において会員が善意で拠出するスマイルを
特にコメント（身のまわりの出来事、楽しかった
こと、心に感ずること）など可能な限り披露いた
します。

【社会奉仕委員会の報告は次週に掲載】

気持ち良い汗をかきました！
関川クリーン作戦


