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会員卓話
白木公明君
「 効 果的な一 宮中央 Ｒ Ｃとな るた め に 」

会長挨拶
柴田裕市
前年、坂田パスト会長がいわれました
「会長は、形式上のクラブの代表者であ
り、しばしば象徴として天皇に例えられ、
幹事は内閣総理大臣である」と。一般社会では、会長を
代表者とみなすが、ロータリーではＲＩや他クラブと対処
する場合は、会長・幹事が共に代表者となる。対内的に
は、クラブ運営の責任と事業の執行権および役員や委
員長の任命権を併せ持つが、執行権は本来代表者であ
る幹事に任せるできであろうと思います。会長は、クラ
ブ運営という大きな責任があります。クラブの自主性を
生かし、活性化を図るためには、強いリーダーシップが
要求され、責任を感じます。会長の特権として、毎例会に
会長の時間が与えられます。この会長の時間は、会長挨
拶ではなく、奉仕の理念を提唱する貴重な時間である、
即ち会員に対する奉仕理念の提唱こそ、会長に与えられ
た最も大きな責任といえるのではないでしょうか。
そこですね！先週の新任挨拶にも申し上げました会
員増強についてです。本日は、会員増強プロジェクト用
の席決めにさせていただいたようです。６グループに分
かれ、各グループにチームリーダーが1人おります。会員
1人が1人以上の推薦書を近いうちに出来るだけ提出し
ましょう。
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□平成25年7月3日（水）18：00～19：00
□会場 一宮商工会議所3Fホール
□開会の点鐘 柴田会長
□ロータリーソング 「奉仕の理想」
□出席・ニコボックス報告 野田副委員長
□親睦活動委員会 森俊一郎副委員長
□国際奉仕委員会 山田委員長
□理事会報告 春木幹事
□理事役員代表新任挨拶

毎週水曜日（PM6～7時）
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◇クラブ会報委員長

石原稔久

～第１回理事会報告～
◆報告事項
①ニコボックス残高
②ロータリーレート
1ドル99円（前月末100円）
③一宮ローターアクト7月第1例会
2013年7月4日（木）20：00～21：00
アイプラザ一宮 第3会議室
春木幹事・加藤恭RAC委員長出席予定
④2013～2014年度地区ロータリー財団セミナー
2013年7月9日（火）12：00～17：00
名古屋東急ホテル（登）8,000円
柴田会長・森眞R財団委員長・内田地区委員
⑤第24回インターアクトクラブ年次大会
2013年7月15日（月）9：30～16：20
半田福祉文化会館（登）6,000円
梶原誠二ＩＡＣ委員長・松前地区カウンセラー
⑥2013～2014年度会員増強セミナー
2013年7月26日（金）15：00～17：00
名古屋国際センター 別棟ホール
柴田会長・猪子君（登）1クラブにつき5,000円
⑨ガバナー補佐訪問
2013年9月25日（水）
訪問者：西尾張分区ガバナー補佐 小島三男
⑩ガバナー公式訪問
2013年10月11日（金）12：30～13：30
一宮商工会議所3Fホール
一宮北RC・一宮中央RCの合同例会
ホスト：一宮北RC
訪問者：RI2760地区ガバナー
田中 正規
〃
地区幹事
榊原 勝俊
⑪4RC女子会前期のご案内
2013年7月23日（火）第1回親睦女子会例会
2013年9月9日（月） 第1回親睦女子会コンペ
◆審議事項 [①～⑦⑨～⑫承認⑧継続］
①会員の退会に関する件
②2013～2014年度委員会構成に関する件
③2013～2014年度予算に関する件
④2013～2014年度予定者会議承認決定事項の一括承認
に関する件
⑤出席100％表彰に関する件
⑥一宮七夕まつりへの協賛に関する件
⑦2013濃尾大花火への協賛に関する件
⑧一宮市日の丸会年会費に関する件
⑨稲沢RC創立50周年記念式典のお祝いに関する件
⑩第1075回例会（鵜飼例会：8/25）の予算に関する件
⑪第1078回例会（青少年育成サッカー教室：9/15）の予算
に関する件
⑫カンボジア奉仕活動に関する件
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７月はロータリーを実践するための準備月間です

理事役員代表新任挨拶
◎幹事

春木和美君
先輩達からの指南を受けながら、ようや
くたどり着いたスタート地点です。正直、
不安でいっぱいですが、楽しい一年にな
りますように・・・祈りながら、私のできる
形で務めさせていただきますのでどう
か今後ともよろしくお願いいたします。

◎副会長 猪子裕史君
柴田会長の補佐役に徹
し、そして、やる気満々の春木幹事の良き
アドバイザー役を務める所存でございま
すので会員皆様方のご指導とご協力を
お願い申し上げます。又、今年度は会員
増強が急務でございます。会員お一人お
一人が常に意識を持たれ、仲間を増やし
て頂きたく重ねてお願い申し上げます。

◎クラブ奉仕委員長

白木公明君

ロータリーでの五大奉仕部門での第一部
門であります。今年度は、各委員長さんが
十分動き、働いていただける様心がけ、
そしてRI会長のテーマ「ロータリーを実
践し みんなに豊かな人生を」を目標に
退会者の出ない楽しいクラブ例会に努め
ていく所存です。

◎社会奉仕委員長 大森 進君
東北地方の堤防や山林へ
の植林活動を行なっているNPO法人どん
ぐりモンゴリの活動を再度８月の卓話にお
呼びして、東北の現状などをお話頂くこ
ととしています。その内容を元に、ロータ
リークラブとして、どのように協力してゆ
くのか検討してゆきたい。そして、地元の
地域社会にも、植林の機会を提案してゆ
きたいと思っています。

◎職業奉仕委員長 西岡則男君
委員会事業としては、ロータリアン各自
が、クラブと職業の両方で、職業奉仕への
自らの責務を理解し、実践できるよう推進
したいと思います。又、柴田会長以下、一
宮中央ロータリー全員が一枚岩となって、
この一年間の航海が無事に乗り切れます
よう少しでもお手伝いができたらと思って
います。宜しくお願いします

◎国際奉仕委員長 山田秀代君
今年度の国際奉仕委員長の役割と致しま
して、前年度永田委員長がしてこられま
したカンボジアでの奉仕活動を受け継い
で、カンボジアの子供達を支援できるよ
うに皆様の協力の元で務めさせて頂こ
うと考えております。どうぞ宜しくお願い
致します。

◎新世代奉仕委員長

ニコボックス（ＡＢＣ順）
☆理事役員一同
☆春木和美君
第１回理事会が無事に終わりました。これから、一年間、
皆様よろしくお願いします。
☆長谷川正己君
小島ガバナー補佐、柴田会長、春木幹事、一年間よろし
くお願いします。
☆今井多美子君
今日から新年度が始まりましたね。心新たになるべく出
席できるよう頑張ります。皆さん、宜しくお願いします。
☆梶原誠二君
今年度もよろしくお願いいたします。
☆加藤恭章君
例会に出席できたので。
☆小島三男君
柴田年度一年間、ご苦労さまです！
☆松前裕己君
新役員の方々、よろしくお願いいたします。
☆松前和子君
健康であることに。
☆松前憲典君
柴田会長、春木幹事を中心に、新役員のご活躍を祈念し
ます。
☆永田 正君
いよいよ柴田丸のスタートです。要の春木幹事、ロータ
リアンの友情は強いですよ。あまり焦らず、のんびりと
楽しくいこうではありませんか。
☆野田義広君
今月より、ニコボックスの担当になりました。よろしくお
願いします。
☆小野木 宏君
柴田会長、よろしくお願いします。
☆佐藤祐造君
例会に出席できたので。
☆柴田裕市君
今年度会員４２名をもって厳しい中、いよいよスタートし
ました。理事役員委員長はじめ頑張りますので、会員の
皆様のロータリーの友情をもってご支援・ご協力の程お
願い申し上げます。
☆田宮 均君
新役員の皆さん、がんばって下さい。例会に出席できた
ので。
☆寺本倫子君
良いことがあったので。
☆鵜飼俊光君
本年度、森明美さんと会場担当します。よろしく！

＊他クラブの例会変更＊ 受付時間 11：30～12：30
稲沢RC
7/24（水） 林商事ビル1F
名古屋清須RC
7/30（火） 名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ2F車寄
名古屋城北RC
7/30（火） 栄東急イン1Fロビー
名古屋北RC
7/26（金） 名古屋東急ホテル
名古屋空港RC
7/29（月） キャッスルプラザ
名古屋丸の内RC
7/18（木） 名古屋クレストンホテル9F
名古屋守山RC
7/17（水） 名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ2F車寄

岩田真周君

当委員会は、新世代に未来を託し、『未来
のリーダー・未来のロータリアン・心身の健
全と人材育成』をテーマに、まずは地域
の活動をサポートしてお互いの交流の機
会を持ち社会奉仕・地域交流・国際交流の
場をバックアップしたいと考えます。1年間
会員皆様のご指導ご協力賜り頑張ってい
きますので宜しくお願い致します。

次回７月１７日（水）の予定
クラブアッセンブリー
事業報告・決算報告
事業計画・予算報告

