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2006.1.11　　第1275回例会

■開会点鐘
■国歌斉唱
■ロータリーソング（奉仕の理想）
■鋼領唱和
■四つのテスト唱和
■誕生・結婚祝等
　１月３日　新野景三さんの奥さん光子さん
　　　　　　御誕生日
　１月10日　金田利行さんの結婚記念日
　１月16日　高橋建一さんの御誕生日
　１月16日　松井貞子さんの御誕生日
　１月19日　池田　正さんの御誕生日
■幹事報告
・国際ロータリー第2610地区夏のアラスカ
　（5010地区）友情交換の案内がきています。
・日本ロータリークラブゴルフ大会の案内が
　きています。
・大館・和光クラブより会報がきています。
・例会終了後理事会を開催します。
■委員会報告（雑誌・広報山本委員長）
・ロータリーってなあに？P5-7
　無作為抽出な調査の結果、ロータリーの認
　知度が高まっていることがわかりました。
・ロータリーを知ってもらうためにクラブが
　できること（P8）
　ロータリーの広報活動について簡単に紹介
　しています。（ロータリーを知るにはP9）
・賞および表彰（P10-11）
　毎年国際ロータリー（RI）によって支援され

　ている表彰プログラムを紹介しています。
・安全な水のために（P12-14）
　バングラデシュにおける環境水・地下水の
　ヒ素汚染とその除去の開発。
・バングラデシュ安全な水を紹介（P15）
・アフリカの大地を潤す井戸完成（P15）
・復興にむけての長い道のり（P18-21）
　南アジアの津波被害に対して、ロータリア
　ンが取り組み始めて１年の経過が紹介して
　あります。
・人間の価値エッセイスト鈴木ひとみ（P2-6）
■ニコボックス報告
　中 村 会 長　新年のお祝い
　畠平勝光さん　クリスマス会に参加して
　細川和子さん　 6号家族写真登載有難う
　岡田　保さん　退会（転勤の為）のお礼　
　新野景三さん　奥さん光子さん誕生祝い
　高橋建一さん　誕生祝い
　金田利行さん　結婚祝い
　池田　正さん　誕生祝い
■出席報告　22/28人　78,58%
■年頭の挨拶（中村会長）
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　ロータリー誕生101年目と私の還暦（60才）
年に会長をさせて頂き感謝しています。
　会長就任時に①楽しい例会、②２名以上増
強、③ロータリー財団、米山記念奨学金への
協力。三つを目標にしました。
　①楽しい例会については、親睦委員の皆さ
ん・幹事・会員皆様方のご協力により、おかげ
さまで楽しいクリスマス家族会になりました。
　②増強については、岡田さんの入会で目標
あと１人と思って参りましたが残念ながら岡
田さんの栄転退会と聞きまして大変残念に思
っています。今後の増強については会員皆様
のご協力をお願い致します。尚岡田さんには
大変お世話になりました。今後の御活躍をご
祈念申しあげます。
　③財団、米山への協力については私と幹事、
さらに１～２名の方の協力があれば目標をク
リア出来ると思っています。会長就任から早
いもので半年が過ぎ、今のところ新野会長エ
レクトさんへの引継ぎもおかげさまで順調に
進んでいるところです。
　今後についても三つの目標にむかって一生
懸命頑張りますので宜しくお願い致します。
　尚クリスマス会のチャリティーの一部及び
他の奉仕を年末に善意銀行へ寄付して参りま
した。このようにボランテアや奉仕活動等は
腹八部程度が長続きするのではないかと思い
ます。
　私がロータリー入会時出席することが第一
と言われて入会し、出席することを心掛けて
きましたが、皆様方も健康に留意されて、ロ
ータリーに出席し会員生活を長く続けられる
事を祈念して年頭の挨拶とさせて頂きます。

＊クラブ・リーダーシップ・プラン
　　　　　　　　　（新野会長エレクト記）
　クラブ・リーダーシップ・プランの目的は、
効果的なクラブの管理の枠組みを提供するこ
とにより、ロータリークラブの強化を図るこ
とです。
・会員基盤を維持、拡大する。
・地元地域社会ならびに他の国々の地域社会
　のニーズを取り上げたプロジエクトを実施、
　成功させる。

・資金の寄付およびプロジエクトの参加を通
　じてロータリー財団を支援する。
・クラブの枠を越えてロータリーにおいて奉
　仕出来る指導者を育てる。
　クラブ・リーダーシップ・プランを実施す
るには、現在、次期、元クラブ指導者は以下
を行うものとされます。
１、効果的なクラブの要素に取り組む長期計
　画を立案する。
２、「効果的なロータリー・クラブとなるため
　の活動計画の指標」をクラブの長期計画と
　合致した年間計画目標を設定する。
３、計画過程に参加する会員を含めてクラブ
　協議会を実施し、ロータリーの活動に関す
　る情報を伝える。
４、クラブ会長、理事会、委員会委員長、ク
　ラブ会員、地区ガバナー、ガバナー補佐、
　および地区委員会の間に明確な意思疎通が
　図られるよう確認する。
５、将来の指導者育成を確実にする一貫した
　引継ぎ計画の概念を含め、指導者の継続性
　を確保する。
６、クラブ委員会構成とクラブ指導者の役割
　と責任を反映させるべく、細則に修正を加
　える。
７、クラブ会員の親睦をさらに深めるような
　機会を提供する。
８、会員全員がクラブプロジェクトや業務に
　活発に関与するよう計らう。
９、以下を確実にするための包括的な研修を
　企画する。
・クラブ指導者が地区研修会合に出席する。
・新会員のための一貫したオリエンテーショ
　ンを定期的に実施する。
・現在会員のための継続的教育の機会を提供
　する。

　地区リーダーシッ
プ・プランに提示さ
れているように、ク
ラブ指導者は地区指
導者と相談しながら
クラブ・リーダーシ
ップ・プランを施行
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するものとされます。同プランは、毎年見直
しが行なわれるべきです。
＊クラブ委員会
　クラブ委員会は四大奉仕に基づくクラブの
年間目標および長期目標に向けた取り組みを
担当します。会長エレクト、会長、直前会長
が協力し、指導の一貫性と計画の継続性を図
らなくてはなりません。可能であれば、継続
性を図るため、委員会委員は３年を任期とし
て委員会に任命されるべきです。
　会長エレクトは、空席を埋める為の委員、
および委員長を任命し、年度の開始に先立っ
て計画をたてるための会合を実施する責務が
あります。委員長は、同じ委員会の委員を務
めた経験を備えた人物であることが推奨され
ています。常任委員会は以下の通りに任命さ
れるものとされます。
・会員増強委員会
　委員の勧誘と退会防止の包括的計画を立案
　実施します。
・クラブ広報委員会
　ロータリーに関する情報を一般の人々に提
　供し、クラブの奉仕プロジエクトや活動を
　推進するたの計画を立案、実施します。
・クラブ管理運営委員会
　クラブの効果的な管理運営に関する活動を
　実施します。
・奉仕プロジエクト委員会
　地元社会や他国の地域社会のニーズを取り
　上げた教育的、人道的、職業的プロジエク
　トを立案、実施します。
・ロータリー財団委員会
　財政的寄付およびプロジエクト参加の両面
　からロータリー財団を支援するための計画
　を立案、実施します。
　必要な場合は、この他の委員会を任命する
　ことも出来ます。
＊研修の要件
　クラブ委員会委員長は、職務に就任する前
　に地区協議会に出席すべきです。
＊地区リーダーシップ・プランとの関係
　クラブ委員会は、ガバナー補佐および関連
　する地区委員会と協力すべきです。
＊報告要件

　クラブ委員会は、活動についてクラブ理事
　会に定期的に報告すべきであり、適切であ
　れば、クラブ協議会において報告を行いま
　す。

■開会点鐘
■ロータリーソング（奉仕の理想）
■四つのテスト唱和
■閉会点鐘
■新年懇親会（夜間例会）
　場所　ウェルハートピアつるぎ
　時間　午後6時30分より
　＊御祝儀二題
　初春初舞台
　一、朗詠　詩吟
　　　宝　　船　　　　藤　野　静　輝
　　日本詩吟学院　正師範　住　吉　聖　雲

　　めでたい海は波おだやかで、真っ赤な朝
　　日の色もあざやかなところへ、はるかに
　　宝の字の帆が見える。その船に乗ってい
　　る七福神は、皆笑いを含んでいるが、こ
　　れこそ金銀・珠玉の財宝の船である。
　二、日本舞踊　長唄
　　　松　　　藤間流　　師範　舞踊教授
　　藤盛会　北陸支部　世話役　藤　間　圭　弥

2006.1.18　　第1276回例会
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　　「松」作詞佐々木信綱、作曲杵屋栄蔵、
　　昭和16、7年頃、三世藤間堪右衛門（堪斉）
　　が同流の技倆試験曲として「藤」と共に
　　作ったもので、日本武尊の故事で知られ
　　ている桔名の尾津の一の松から、小松曳
　　き千代の松原、新年の門松その他、松を
　　賞でた御祝儀ものです。

　中村会長挨拶（乾杯）で懇親会がはじまり
　ました。

　手に手をつないでを歌い閉会する。

■開会点鐘
■ロータリーソング（奉仕の理想）
■四つのテスト唱和
■ビジター紹介
■誕生祝
　池田　正さん　奥様江美子さんの誕生日
■幹事報告
・大館南RCから会報
・「ロータリーの友」の表紙写真募集
・ラオスのCLC基金の御礼
・おわらのまちから;超我の奉仕;について
・地区行事計画について
■ニコボックス報告
　藤縄雄さん　妻のお礼金
　池田正さん　妻の誕生祝い

■出席報告　24/27人　88,88%
■2005.7.1～2005.12.31半期決算報告
　　　　　　　　　　　　会計　黒田勲さん
一、一般会計
　１、一般会計収入の部
　　会　員　会　費 2,537,500円
　　雑　収　入　等 765,182円
　　＊一般会計収入合計： 3,302,682円
　２、一般会計支出の部
　①地区関係等費
　　地区大会分担金等 365,893円
　②事業費
　　親睦・家族委員会等 1,039,748円
　③一般経費他
　　クラブ協議会費等 1,724,133円
　　記念事業会計へ 140,000円
　　＊一般会計支出合計： 3,269,774円
　３、＊一般会計残高（繰越金） 33,408円

二、特別会計
　Ａ、ニコボックス
　　収　　　　　入 341,001円
　　支　　　　　出 200,000円
　　Ａ残高 141,001円
　Ｂ、ロータリー財団
　　収　　　　　入 152,153円
　　支　　　　　出 0円
　　Ｂ　　残　　高 152,153円
　Ｃ、書き損じはがきキヤんぺー
　　収　　　　　入 600円
　　支　　　　　出 0円
　　Ｃ　　残　　高 600円
　Ｄ、特別積立会計
　　特別積立合計 4,400,809円
　Ｅ、記念事業積立会計
　　記念事業積立合計 433,833円
　　＊総　　合　　計 5,128,396円

2006.1.25　　第1277回例会


