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2018-2019 年度 RI 会長 バリー・ラシン

インスピレーションになろう
“BE THE INSPIRATION”

2018-2019 年度 第 2770 地区ガバナー 中川高志 

すべてはクラブ活性化のために
－実り豊かな奉仕を目指して－

〈例会日〉毎週水曜日12：30～13：30〈会場〉パレスホテル大宮

　今月 7 月 1日から徳山年度が始まり、本日で 4 回の例会を開催できました。
　回を重ねることができますのは、会員各位のご協力があってのことだと思います。感謝
いたします。

　さて、本年度地区目標は
１．100％マイロータリーに登録する。

　　当クラブでは公共イメージ委員会が各会員にネット上の My ROTARY 画面での
操作方法について説明することになっています。

２．全クラブがロータリー賞にチャレンジする。
　　地区では「ロータリークラブ対象のロータリー賞は、ロータリー戦略計画の優先

事項を支えるために、以下に挙げられた活動項目を達成したクラブを称えることを目
的としています。 クラブは、これらの項目を達成するために丸 1 年間をかけて取り
組みます。」について各クラブに求めています。

　　大宮ＲＣとしては、下記の項目を重点項目としてクラブ目標として取り上げてまい
ります。

　　◦会員 1 名の純増を達成する。
　　◦既存会員と新会員の維持率を維持または改善する。
　　◦女性会員 1 名の純増を達成する。
　　　（については、増強委員会にお願いします。）
　　◦少なくとも 60％の会員が、My ROTARY から生年月日を入力する。
　　　（公共イメージ委員会にお願いします。）
　　◦インターアクトクラブを提唱する。 
　　◦年次基金への会員一人あたりの平均寄付額が少なくとも100 米ドルとなる。
　　　（財団委員会にお願いします。）
　　◦青少年交換学生または RYLA 参加者を派遣する。
　　　（青少年奉仕委員会にお願いします。）
３．ローターアクトを倍増する。

　　今年度は、大宮ローターアクトクラブ会長には永野君、地区代表として鈴木君が
就任しました。二人ともクラブ拡大に積極的に取り組んでおります。現状ですが、こ
の 7 月 1日現在、3 名増員し 6 名で活動しています。

　　私共としても、多少の金銭面の支援を含めサポートを青少年奉仕委員会に取り組
んでいただいております。

４．ロータリーデーを開催する。
　　エコボールプロジェクトの開催日をロータリーデーとし、地域住民との交流の輪を

広げます。
　　地域奉仕委員会にお願いします。

地区数値目標は
　１．会員数　2770 名
　　　当クラブでは増員 5 名を予定しています。
　２．出席率　90％以上を目指す。（メーキャップを活用）
　３．財団寄付額
　　　年次寄付      200ドル／₁名
　　　ポリオプラス　50ドル／₁名
　　　合計　　　　250ドル× 81人＝20,250ドル　2,227,500 円
　　　ベネファクター ₁名／１クラブ　1,000ドル× 2 人＝2,000ドル　220,000 円
　　　＊（50 名以上のクラブは２名）
　４．米山寄付額　　25,000 円 /１名
　　　　　　　　　　（普通寄付 5,000 円、特別寄付　20,000 円）
　　　　　　　　　　普通寄付　  5,000 円× 81人　　405,000 円（予算化済）
　　　　　　　　　　特別寄付　20,000 円× 81人　1,620,000 円
　上記地区目標をクラブ目標とし達成するために、各委員会が、担当理事のもとプログ
ラムの企画立案から運営に至るまで活動していただきます。
　よろしくお願いいたします。

　皆さん。こんにちは。
　今日は、ニコニコボックスについて
少しお話します。
　ニコニコの制度は大阪ロータリーク
ラブが元祖のようですので同クラブの
ホームページから、制度の趣旨を紹介
します。
　「ニコニコ箱とは、そもそもの始まり
は罰金箱で、現在も外国では「Fine 
Box｣ としているところが多い。
　ところが、大阪ロータリークラブの
藤原九十郎君が、昭和 11 年（1936 年）

区の 協 議 会 で 社 会 奉 仕 に 関 する
Presentation をした際、資金集めの
方法としてニコニコ箱案を提唱、自祝
のことがあった場合、めいめいニコニ
コとして応分の金を自発的に入れるこ
とにしたらということになり、早速大
阪クラブが実施した。
　当クラブが元祖であるこの制度は、
今日、日本国内のクラブでも実施され
ているようである。」
　と記述されていますが、私共の大宮
ロータリークラブも、ニコニコボック

スを設置し会員各位に Fine（自身の
楽しいこと、あるいはクラブのこと等）
で浄財を毎例会にお願いしています。
　頂いたニコニコは、社会奉仕活動、
青少年奉仕活動に使用しています。
　ロータリアンの心のこもったニコニ
コをお願いします。
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■クラブ総会
　議題①会長ノミニー発表　　　　　　　　岸　聡 ノミニー指名委員長
　　　②2017~2018年度　決算報告及び監査報告
　　　③2018~2019年度　予算案発表

■クラブ協議会
　　　・2018~2019年度　年度方針　　　徳山　義行 会長
　　　～事業計画発表～
　　　・ＳＡＡ　　　　　　　　　　　　　荒井　　渉 会員
　　　・戦略計画委員長　　　　　　　　　櫻井　義久 会員
　　　・ロータリー情報委員長   　　　　　田村　　眞 会員
　　　・会員増強委員長　　　　　　　　　永嶋　良一 会員
　　　・公共イメージ委員会　　　　　　　進藤　博司 会員
　　　・クラブ管理運営委員長　　　　　　小坂　良二 会員
　　　・奉仕プロジェクト委員長　　　　　岩﨑　　彰 会員
　　　・財団委員長　　　　　　　　　　　大竹　　敦 会員
　　　・青少年奉仕委員長　　　　　　　　星野晃一郎 会員
　　　・国際ロータリー第2770地区幹事　 飯野　耕司 会員

 明日を語ろう
Talk About the Future

Theme of  2018-2019

今年度のクラブテーマ

2018-19 年度方針について
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当　　　日 例　　　会（ No. ） 会員数（出席者算定者数） 出席者数（出席率）

前　々　回 例　　　会（ No. ） メークアップ 修正出席率

お陰様で娘がベルギーに留学させ
て頂きます。御期待に添える様が
んばって参りますので、今後とも
どうぞよろしくお願いいたします。
〈臼井信行様〉

トレントンでは娘がお世話になり
ます。
〈鈴木俊一〉

この度、愚息がトレントンに行かせ
て頂きます。宜しくお願いします。
〈福島謙二〉

本日はトレントンに行く娘がお
世話になります。よろしくお願い
いたします。
〈矢崎直良〉

トレントン派遣生及び青少年交
換の臼井理紗さんようこそ。
〈徳山義行〉

お客様ようこそ。
〈小川和信・岩﨑　彰・浅野　仁・三浦　守・
内藤考三・星野晃一郎・齋藤守毅・進藤
博司・櫻井義久・大竹　敦・小林義久・
関口　茂・遠藤省吾〉

トレントン楽しんできて下さい。
〈小川和信〉

トレントン派遣生矢崎早織さん、
福島海然くん、鈴木紀江さん、
気をつけて行ってらっしゃい。
〈兼杉文子〉

ベルギーどんな国でしょう。臼井
様ご息女がんばって来て下さい！
〈兼杉文子〉

臼井さん、矢崎さん、鈴木さん、
福島さん、気をつけて行って来
て下さい。
〈小林康一〉

臼井理紗さんベルギーでのご活
躍お祈り申し上げます。
〈小坂良二〉

臼井理紗さん、１年弱のベルギー
留学を楽しんできて下さい。お
父様、お母様大宮RCへようこそ。
〈田中康之〉

矢崎早織さん、鈴木紀江さん、
福島海然君、２週間のトレント
ン楽しんできて下さい。
〈田中康之〉

トレントン派遣生の皆様、楽し
んできて下さい。
〈飯野耕司〉

トレントン派遣生、健康に気を
つけて楽しく行ってきて下さい。
〈岸　聡〉

祝原さん司会ご苦労様です。
〈徳山義行・岩瀬雄一・太田英成〉

祝原さん司会おつかれ様です。
〈江本尚浩・戸井田修〉

祝原さん司会ありがとうございます。
〈岩田尚明・新井貴之〉

青少年交換留学生、トレントン派
遣生の皆様、充実した留学にな
りますことをお祈りいたします。
〈横溝隆一〉

祝原会員司会ありがとうございました。
〈栗岡宏治〉

クラブ総会及び協議会よろしく
お願いします。
〈徳山義行〉

クラブ協議会よろしくお願いします。
〈浅野　仁〉

25周年記念品ありがとうございます。
〈川島利雄〉

祝原さん日焼けがすごくて前後
が判りませんね。
〈渋木理俊〉

メイキャップ 100％ありがとうご
ざいます。
〈遠藤省吾〉

江本年度出席率100％の皆様あ
りがとうございました。
〈江本尚浩〉

本日クラブ総会よろしくお願いします。
〈江本尚浩〉

在会15年大変お世話になりました。
〈大竹　敦〉

川島先輩、在会25年おめでとう
ございます。
〈田中康之〉

担当理事、委員長の皆様、今年
度宜しくお願い致します。
〈山本和保〉

本日アルディージャ応援行ってき
ます！！
〈祝原英隆〉

花咲徳栄高校、４年連続甲子園
出場です。今年の夏も忙しくな
ります。
〈善行地潔〉

私の生まれ育った熊谷は、最高
気温 41.1度を記録しました。皆
さん、お身体気をつけましょう！
〈諏訪慶三〉

週末は待望の雨？そろそろお湿
りが欲しいですね。
〈清水啓生〉

例会 100％出席おめでとうござ
います。
〈青野壽文〉

青少年交換学生、トレントン派
遣生、頑張って下さい。
〈本間　玲〉

次回例会案内
2018 年 8月 8 日（水）12:30 点鐘／パレスホテル大宮

※ 2018 年８月15日の例会は、休会です
参議院議員　竹谷とし子 様卓 話

7月 25日 第 3098 例会 81名（76 名） 53 名（69.74%）

7月11日 第 3096 例会 12 名（62 名） 81.58%

ご協力ありがとうございました。

7月25日の合計金額 65,000円
（ 7月25日までの累計金額268,000円 ）

ニコニコボックスのご報告

ニコニコボックスの報告
[ 足立会員 ]

在会記念祝
[ 川島会員・大竹会員 ]トレントン派遣生 [ 鈴木紀江様 ]

トレントン派遣生 [ 矢崎早織様 ]トレントン派遣生 [ 福島海然様 ]青少年交換学生 [ 臼井理紗様 ]お客様ご紹介 [ 小川副会長 ]

ホームクラブ 100％出席 [ 江本直前会長・齋藤直前幹事・浅野副会長 ] メーキャップ 100％出席 集合写真【お客様記念写真】青少年交換学生／トレントン派遣生の皆様

出席率の報告 [ 板垣会員 ]委員会報告 [ 小坂会員 ]

東京立川こぶしロータリークラブ [山口達夫様]

委員会報告 [ 小林会員 ]幹事報告 [ 三浦幹事 ]

司会　[ 祝原会員 ]

委員会報告 [ 小川会員 ]

点鐘


