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第 1561 回例会 2018 年 4 月 17 日（火）

加藤会長エレクト宜しくお願い致します．

例会場: 鈴鹿商工会議所 4Ｆ大ホール

井筒様ご挨拶

例会進行: 藤野恵子ＳＡＡ

3 年間色々と勉強をさせ

開始 12：30 終了 13：30

て頂きました。四日市駅前

点鐘： 会長 川岸光男

の本社に転勤となりました。

ソング：それでこそロータリー

四日市 RC に入会予定です。

ソングリーダー：勇理維子

今後メイクアップにお伺い

ゲスト：住友電装（株）鈴鹿製作所
長

鈴鹿製作所

することもあると思います、

久志本敦史様

会長挨拶

よろしくお願いします。ありがとうございました。

川岸光男会長

幹事報告

本日の例会ご出席あり

1. 鈴鹿・亀山グループ各ロータリークラブ例会変

がとうございます．四月

更のお知らせ

は各地で「まつり」が行

鈴鹿シティＲＣ：5 月 9 日（水）／5 月 23 日（水）

われております．今年は

／5 月 30 日（水）は、会場都合の為

雨で中止になりましたが、

白子ストーリアホテル

私の町内も永い歴史のあ
る祭りが 4 月 14 日～15 日で計画されておりました．
高山まつりの様な素晴らしい山車ではありません

2. 第 41 回インターアクト年次大会開催のご案内
日時 2018 年 8 月 4 日（土）・5 日（日）
場所 学校法人 高田学苑 高田中・高等学校

が、江戸時代から有ります山車が 4 町内にありま

ホストクラブ

す．早朝から組み立て、神社へ運び、当日は「神

私立高田高等学校

スポンサークラブ 津北ロータリークラブ

輿」を担ぎ町内をねります．私も二度ほど担ぎま

登録料 インターアクター 8,000 円

したが大変でした．
本日は住友電装の鈴鹿製作所長

柴田友美幹事

顧問教師 8,000 円

井筒様が転勤

交換留学生 8,000 円

され、代わって久志本敦史様が着任されました．

ロータリーアン 12,000 円

井筒様には永年ロータリー活動にご協力いただき

ディナーバイキング 2,000 円／1 名

ました事、心よりお礼申し上げます．今後のご活

登録締切 5 月 18 日（金）必着

躍を併せてお祈り申し上げます．

3. 本日例会終了後、第 12 回理事・役員会を事務

今日の例会は、地区研修・協議会の報告です．

局において開催いたします。
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出席報告

藤田

充

今月の 4 月 14 日は、早朝より岐阜長良川国際会

出席委員長

正会員 42 名中 22 名出席．出席率：59.45%

議場および岐阜都ホテルにて行われました「地区

先週の補正出席率：67.64%

研修・協議会」にご参加頂きありがとうございま

先々週の補正出席率：66.66%

した．後で、森次期幹事よりお願いがあると思い
ますが、各委員長さんは各分科会のご報告を宜し

ニコボックス報告

くお願い致します．

沖 俊成親睦・家族委員長

森

敬称略・順不同
※印

豊次期幹事

インスピレーションになろう

多額

※川岸光男：井筒所長

永い間ありがとうござい

2018-19 年度国際ロータリー会長バリー・ラシン氏

ました．久志本様宜しくお願いします．

インスピレーションて何だろう？

※大泉源之：以前、卓話をお願いした亀井名張市

人の創造性を刺激する．ひらめき、素晴らしい思

張の当選をお祝いします．

い付き

加藤 稔：4 月 14 日地区協に行っていただきまし

ある．発明エジソンが 1929 年 2 月 82 歳の誕生日

て有難うございました.

の記者会見で述べた言葉．

森

【分科会】戦略計画部門

豊：4/14 の地区研修・協議会に参加していた

天才とは．1％のひらめきと 99％の汗で

ボールルーム A

だいた方々お疲れ様でした．有難うございます．

分科会の前に会長エレクト・次期 AG・次期 CC の

柴田友美：4/14（土）地区研修・協議会に地区委員

セミナーが有り、加藤会長エレクトに無理やり同

と次期の皆様にはご出席頂きお疲れ様でした．

席させられて参加しました．2018―19 年度の各

小林

日中友好桜友の

クラブの事業計画が事前に提出されました．各ク

会訪中の写真展示５月 11 日まで国府郵便局で開催

ラブのエレクトと AG が話し合いの材料として活

します．

用して欲しいとの事でした．

沖

充：特定非営利活動法人

俊成：井筒様

志本様

色々御世話になりました．久

会員増強で若い人が入会しても、すぐに退会して

宜しくお願いします．地区協、皆様お疲

しまうケースが多い．例会で若い人にロータリー

れ様でした．森さん、いつも車をお世話になり有

の話し合いが無いから知識が身に付かない．

難うございます．

あるクラブでは、若い会員とベテランの会員が例

本日のプログラム

会前に３０分間、話をして知識の向上を行ってい

クラブ協議会

「地区研修・協議会の報告」 る．
加藤稔

地区からの情報は、入ったらすぐに発表せずに AG

会長エレクト

から情報が来てから発表して欲しいとの事・・・・
先にクラブが知っていると AG がやりにくいそう
です．
新会員を入れる際に親睦だけで無く職業奉仕を知
って貰って入会してもらいたい。
ゴルフ、飲み会等、楽しい事だけでは、フォロー
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が無い．
効果的なクラブに・・・

活発な、楽しく、やる

気、会員以上の利益が欲しい．
柔軟性・・・

祝日の有る週は休みにする．例会

を朝に変更する、夜にする、夕方にする．
海外のクラブはお昼に例会をしている所は、少な

衣斐次期職業奉仕委員長､岸本次期国際奉仕委員

くて、日本の半分位がお昼に例会をしている．

藤野次期 IA 委員長､奥村会員（新会員分科会）

河田次期ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長､岩崎次期広報委員長

公共イメージ部門

岩崎透次期広報委員長

地区研修会の公共イメージ部門に、広報委員とし
て出席させていただきました．公共イメージ部門
には、1.公共イメージ委員会、2.会報委員会、3.
雑誌委員会が出席していました．公共イメージ委
員会の目的は、“ロータリーのイメージとブランド

小林次期地区職業奉仕委員､沖次期地区青少年育

認知”を調和させることだそうです．我がクラブと

成小委員会委員

して、具体的に考えると、児童詩コンクールとか
深谷公園活動とかに特集を組んで内外に広報する

柴田幹事

とか、地域に対してどの様な、行動を起こせばよ

WCS 活動事例として

いのかを皆で考える事だと思います．当クラブと

ネパールの報告をしまし

しては、公共イメージ委員会を設置するのが本来

た。

なのでしょうが、現在の広報委員会を公共イメー
ジ委員会と名乗り換え、公共イメージ委員会の目
的に目を向けた活動を検討しても良いように思い
ます．以上の観点から今年の事業計画には記載出
来なくても、改名の問題も含めて会報の在り方、
特別事業の特集の発行などなどについて、委員会
の皆さんと議論を深めたいと考えています．
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