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会長要件

神山智子会長
皆様改めましてこんにちは。今日のお顔触れには
アトランタに行って来られた方がいらっしゃるので
後でお話を聞きたいと思います。
いよいよ今年度は今日を含めてあと２回となりま
した。総まとめのお話は来週しますけれども、何と
かここまで皆さんのお力添えとご助言を頂きながら
やって来ることができました。今日は各委員会の活
動報告があります。割り当てられた方はご報告願い
ます。私の会長としての反省点も多々あるんですけ
れども、今年度皆様のお力を頂きまして本当にあり
がとうございます。
今日はこれにて会長要件を終わります。ありがと
うございます。

幹事報告

山内一晃幹事
◎全国インターアクト研究会インターアクト委員会
委員長会議、会長幹事顧問会議
８月１９日〜２０日 栃木県
登録料 ロータリアン ２０,
０００円
顧問・教諭 １０,
０００円
インターアクター ５,
０００円
音喜多泉会員
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出席報告
本日の出席率
前々回の修正出席率

SAA●平野 榮子

ロータリー親睦活動月間

司会：平野榮子ＳＡＡ

親睦委員会報告

会報

幹事●山内 一晃
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大入武志会員
本来は来週創立総会での報告となると思いますが、
夜間例会ですので例年通り一週早めて決算を作成し
ました。皆さんのお手元に提示していますので、ご
覧になっているかと思います。当初の予算通り執行
されていまして数字の方を説明させて頂きます。確
定は来週の夜間例会も含めまして、特別会計等は活
動報告書で確定したものを掲載したいと思います。
（決算書説明）

活動報告

神山智子会長
皆様今日はクラブ活動計画書をお持ちでしょうか？
これに沿いながら行きたいと思います。私も何とかここ
まで務めてきました。会長方針の中に今年度のテーマ
「人類に奉仕するロータリー」当クラブのサブタイトル
として「出来ることを出来るだけ」ということで、皆様と
共に歩んでまいりました。それぞれのお仕事が忙しい
中で各委員会、活動の中で皆さんが出来ることを出来
るだけでも、それ以上のこともして頂けるのであれば
ということを目標として掲げてまいりました。皆さんに
は色々なお手伝いを相互の関係を持ちましてやって
頂き、
ありがとうございます。
活動の目標としては南グループ幹事クラブとして
スムーズな運営。今年度は幹事クラブとして様々な
行事等ありました。これも皆様のおかげで、
ＩＭでは
石橋実行委員長を始め源新ガバナー補佐のお力を借
りながら無事に終わることができました。また９ＲＣ
合同例会も幹事クラブとしてスムーズに進行でき、
滞りなく済んだと思います。通常ゴルフ大会をして
いた親睦では今年度趣旨を変えてボウリング大会と
しまして、他クラブさんにも盛り上がって頂きまし
た。楽しい親睦ができたのかなと思っております。
会員純増２名を目標に掲げていましたが、残念な
がら１名減と達成できませんでした。出席率の向上
も掲げましたけれども、平均８
２.
３ほどでこの地区の
中でも良い出席率をキープしている方だなと思って
おります。これも皆様に協力して頂いた結果だと思
います。インターアクトの支援もアクトへの援助、
会議への出席などの形で出来ていると思っておりま
す。ロータリー財団一人１６０ドルも事務局から大丈夫
だということでした。米山奨学生の支援も米山奨学
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生の活動報告、自国のお話を聞き、私達も米山への
資金援助をさせて頂きました。
ＲＩ会長賞への挑戦は難関でございました。奉仕活
動という所で当クラブでの目に見えた奉仕活動が出
来なかったので、ここは難しかったかなと思ってお
ります。
小金平育男会長エレクト
会長エレクトとして立てた目標は一年間楽しいクラ
ブにしたいということを書いていたように思います。北
クラブの特徴の結束力がいいという所をこのまま維持
していきたいと思います。一年間を振り返って見ますと、
１０月頃から人選のために理事役員にお声がけしてあ
る程度進めました。会長エレクトの人選には苦しみまし
た。人選をするにあたって知識もなかったものですか
ら会議を開いて頂きましたが、今考えるとクラブ運営
委員会などとも相談してやるべきだったと思っており
ます。これからクラブ戦略が私の代で来ますのでそれ
に向かって皆様からご協力頂ければなと思います。よ
ろしくお願いいたします。
ＳＡＡ
平野榮子会員
会長、幹事、副ＳＡＡの方々のご努力により、各例会を
スムーズに終了する事が出来ました。皆様のご協力の
賜物と思っております。
ありがとうございました。
クラブ運営小委員会
小向龍悦リーダー
運営小委員会は会長、幹事、ＳＡＡに任せているの
が実状のような気がして、関わり方が課題だなと思
います。ただ無事に一年過ぎたということは運営も
上手くいったということなんだと皆さんのご協力に
感謝します。
情報広報小委員会
小田 正リーダー
情報広報小委員会は毎年同じような状態です。ただ
会報については次の例会までに発行するという目標は
９９％くらいは達成してきたと思っております。この会報
を作るにあたってレコーダーを聞いて文書に起こすわ
けですが、皆さんが言っていることと若干違ってきて
いるのと誤字脱字があると思いますが、
ご容赦ください。
大体２ページで個人情報にかからないように小さい写
真を入れています。
広報については一般の方にも分かるように北ロータ
リー の ホ ー ム ペ ー ジ が 立 ち 上 が って おりま す。
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omで見てくれている方もあるかと思います。
４，５年前から会報もＰＤＦで載せています。後はその都
度今月の例会の予定、他クラブの例会変更もあります
し、
２８３０地区のガバナーへのリンク、国際ロータリーへ
のリンクもあります。他クラブもやっているようなことで
すが北ロータリーも気にして見て頂ければと思います。
研修小委員会
久保隆明リーダー
前半例会に出る事が出来ず、ほとんど活動する事が
出来ず、大変申し訳なく思っています。毎年新入会員
の方を対象に研修をすることになっていますが、なか
なか時間が取れず期を逸してしまいました。私が幹事
になるうえでベテランの方とお話をした時に、新人の
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方とベテランの方で話をしてもらう方が研修になるの
ではとも思いました。その辺をフィードバックして来年
は幹事ですので是非協力したいと思います。
奉仕プロジェクト委員会
源新育子委員長
奉仕プロジェクト委員会の各小委員会においては、
それぞれの活動目標に沿って、リーダー・サブリー
ダーはじめ全会員が協力して参加しており、全体的
には活発な委員会活動が行われたと思います。その
中で青少年交換プログラムにおきましては依然ホス
トファミリー不足の問題が続いており、委員会の
方々がご苦労されておられることは今後の課題とし
て考えていく必要があるかと思います。また「ロー
タリー財団１００周年」に関しては、２月に開催された
ＩＭの懇親会の中で、９クラブ全体でお祝いすること
が出来、その際の寄付額１
０８,
４４６円をＲ財団の年次基
金に９クラブ毎に寄付できたという実績を残すこと
が出来て非常に嬉しく思いました。皆様のご協力に
心から感謝致します。
職業奉仕小委員会 小林弘文リーダー（小田会員代読）
会員同士の職業の理解を深めるために、
１
２月に医療
卓話として奥井会員、４月に母子の健康卓話として小
澤会員、その他、計９名の会員の方に職業紹介の発表
して頂きました。それぞれの会員の職業の理解認識が
進んだ事と思います。しかし、職場訪問例会の企画計
画ができず、今後のスケジュール主題（テーマ）
とのす
り合わせが必要と感じました。
また、会員同士に職業理
解もまだ十分と言えず、今後の検討課題です。
国際奉仕小委員会
平野榮子リーダー
米山奨学生２名の卓話をお願いすることも出来ま
したし、クラブ目標１万円を達成することも出来ま
した。ポリオも１人６０ドルを達成することが出来ま
した。ポリオは「あとちょっと」と言われてから随
分になりますが、その「あとちょっと」が難しいよ
うです。来年もよろしくお願いします。
青少年奉仕小委員会
児玉禎之リーダー
先週の土曜日、去年留学していたマッケンナーが来
まして、佐々木さん、私、ウルスラの先生で迎えに行き
ました。佐々木さんに半日面倒を見てもらって、夕方う
ちに来て泊まって、翌日佐々木さん、私、平野榮子さん、
中山さんと昼ご飯を食べて喜んで帰って頂きました。
２８日までは日本にいるそうです。お世話になった北
ロータリーのために皆さんにボールペンをということで
預かりました。
帰る時にお持ち帰りください。
今年８月１７日、留学生がサウスカロライナから来る
ことになりました。私が最初のホストファミリーになりま
す。来てすぐは手続きがあり日本語を話せない時は非
常に大変です。こちらから行く生徒のために今回は引
き受けました。色々お金もかかりますがご協力をお願
いしたいと思います。
来月７月２２日のインターアクト年次大会にウルスラ
から生徒が３人参加しますのでご協力をお願いします。
点鐘

