
第1662回例会　2011.11.10　曇　司会　大原会員

　国歌「君が代」　ロータリーソング　「奉仕の理想」

◎本日の出席状況

　出席：29名（27名）中22名　81.48％

　欠席：相川・守屋・瀧・斉藤（守）・斉藤（英）（丹羽・武市）各会員

◎ゲスト　第2790地区ガバナー　 山田　修平様（木更津東RC）

　　　　　第２分区ガバナー補佐　鈴木　正様（船橋みなとRC）

◎10月の出席率　90.63％

戸澤会長

　皆様こんにちは

　山田ガバナー、鈴木ガバナー補佐本日はようこそおいでくださいましてありがとうございます。

　11月５．６日の「地区大会」の盛況おめでとうございます。

ガバナー公式訪問・クラブ協議会
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　ガバナーはじめサポートされた各クラブのメンバーの方々に本当にご苦労様と申し上げます。

　また、当クラブから参加された皆様もご苦労様でした。少し少なかったかなという印象はありますが。

　私も長くロータリーにおりますがほぼ真面目に参加したのは、当クラブの「北原ガバナー年度」以来でし

た。

　参加されていた高齢のバストガバナーもさぞかし大変だったろうなと推察いたしました。

　プログラムの中では特に「藤原正彦」さんの講演は、今までに感じたことのない視点でのお話でしたので

とても刺激的でした。

　これだけでも参加した意味があったなと思いました。

　さて本日はわがクラブの「ガバナー公式訪問」に当たります。

　新しい年度に入りすでに４か月が経過しております。当初の目標や計画についてもその達成度合いとこれ

からの計画について発表していただければと思います。

　この後クラブ協議会もありますのでよろしくご協力お願いします。

　これで会長挨拶終わります。

藤代幹事

１．11月５日～６日の地区大会参加の皆様ご苦労さまでした。

　　個人表彰

　　　・藤井会員30年以上100％出席ロータリアンとして

　　　・相澤会員ロータリー米山記念奨学会メジャードナー28回として

　　　・金子会員ロータリー米山記念奨学会メジャードナー11回として

　　クラブ表彰

　　　・RI会長賞

　　　・出席優秀クラブ　92.83％

　　　・ロータリー米山記念奨学会寄付優秀クラブとして（個人平均30,806円）

　　　・同3,000万円寄付達成クラブ

　　　　の表彰を受けました。

２．船橋東・船橋みなと・船橋西RC親睦ゴルフ大会について

　日　　時：23年12月11日（日）

　場　　所：グリツサンドゴルフクラブ（成田市十余三30　TEL 0476-24-2888）

　プレー費：25,000円（昼食代は含まれません）

　参 加 費：5,000円（賞品代・パーティー代）

　※締め切り11月25日（金）迄　西クラブ迄

３．第２分区会長幹事会のお知らせ

　日　時：11月22日（火）15時～

　場　所：船橋グランドホテル　３Ｆ「ホワイト・ローズ」

４．ロータリー米山奨学会特別寄付及びロータリー財団特別寄付の報告

　米山奨学会特別寄付（クラブより各々5,600円を補填し）

　　・相澤会員30万円を寄付　米山メジャードナー31回

　　・藤井会員７万円を寄付　米山功労４回

　　・山口会員10万円を寄付　米山功労９回

幹 事 報 告



　　・大原会員10万円を寄付　米山功労３回

　　・柴田会員10万円を寄付　米山功労１回　　寄付金合計　670,000円です。

　　　米山記念奨学会より以上の方々に感謝状及び相澤会員には、金色ダイヤモンドつきピンが贈られまし

た。後ほど表彰伝達を行います。

　ロータリー財団特別寄付金（クラブより各々5,600円を補填し）

　　・相澤会員1,000ドル（自己資金）寄付　マルチプル６回

　　・遠田会員1,000ドル（クラブ補填金5,600円）マルチプル３回

　　・大久保会員1,000ドル寄付（同上）マルチプル１回

　　・戸澤会員1,000ドル寄付（同上）マルチプル１回

　　・金子会員1,000ドル寄付（同上）メジャードナー12回

　　・山﨑会員1,000ドル（同上）ベネファクター１回

　　　寄付金合計　5,000ドル　ベネファクター1,000ドル　となりました。

５．日本赤十字社より　長年の献血活動に対して表彰状と記念品を頂きました。

◎理事会報告（11月定例）

１．「第31回船橋をきれいにする日」実施協力について（社会奉仕委員会）

　日時：11月20日（日）小雨決行・荒天時中止

　　　　受付：天沼公園　８時50分迄　作業：９時～11時

　実施地区　・全市域　・中央会場　・地区会場　54小学校

　※会長・幹事・社会奉仕委員長・金子会員・その他都合のつく会員出席

２．クリスマス例会について（家族・アクト合同）

　日　時：12月22日（木）受付：18時　点鐘：18時30分

　場　所：ビストロ・コマ

　会　費：6,000円（会員負担金3,000円・クラブ負担3,000円）

　※承認　イベントは親睦委員会・SAA・プログラム委員会に一任

３．ロータリー財団地区補助金申請が受理されました（10月22日づけ）

　・当クラブ申請金30万円の内15万円が決定。

　・東日本大震災被災者支援活動プロジェクト（炊き出し）

　　時期・方法等について

　※予算は地区補助金15万円・社会奉仕委員会費10万円・35周年記念事業費25万円で行う。

　　時期・方法については山口社会奉仕委員長・岡田35周年記念委員長・大原・守屋各会員を中心にプロ

ジェクトを組み検討することを承認

４．35周年記念事業について（岡田実行委員長）

　・組織図の修正について

　・35周年記念事業「気仙沼鹿折小学校体育館演台一式支援」とする

　・気仙沼鹿折小学校体育館「演台一式」の発注、納品後卒業式迄の間引き渡し式に会長・幹事・実行委員

長他有志で小学校訪問

　・予算「東日本震災復興基金補助金」として申請中ですが、不可の場合はクラブ記念事業予算で行う。

　・事業費100万円の残金については、記念式典に鹿折小学校前校長、小野寺さんと

　・気仙沼南RCも吉越さんを招待したいので、その経費（卓話料・交通費）に充当。

　※承認



５．少年学童野球第５回船橋中学野球教室の協賛について

　日　時：平成24年１月14日（土）～15日（日）８時30分～

　場　所：船橋市立船橋中学校校庭

　※新世代育成委員会費から５万円の協賛を行う。出席は会長・幹事・その他会員

「その他」

　大相撲観戦について「24年１月場所」

　　日　時：１月８日～22日の平日観戦

　　場　所：両国国技館

　　費　用：枡席Ｂ　１枡４名利用17,500円　Ｃ席１枡４名利用16,400円

　　※１月は新年家族会もあり例会振り替えが難しいので、希望者が個人参加とする。

 　　　５月場所なら例会振り替えも可能か

◎各委員会報告

　国際奉仕委員会 金子委員長　

　　去る11月３日より、フイリピン・ボフォール島への医療奉仕の報告がありました。

　　参加した会員は、山﨑会員及びご子息、大原会員、高橋会員です。ご苦労様でした。

　親睦委員会

　　11月三つのお祝い

　　　会員誕生：藤代会員

　　　奥様誕生：織戸寿子様・大原有美様

　　　結婚記念：相川・藤井・名取・伊藤・瀧各会員

◎35周年記念事業実行委員会組織図

　会　長　戸澤　寿史　　幹　事　藤代　清七郎

　１．実行委員長　岡田　敏男

　　　基本的にクラブ協議会出席メンバー全員（役員・理事・各委員長）実行委員案としたい。

　　　方針：大震災等考慮して、簡素・質素ながらクラブ全員参加で感動できる35周年記念例会としたい。

　２．総務部会　◎山口　習明　○伊藤　○鈴木（恭）　大原　山﨑　高橋　織戸　岩浅　８名　事務局西川

　　　日時：24年６月14日（木）記念例会開催場所：ホテルニューオータニ幕張

　　　記念講演会：気仙沼市鹿折小学校演台贈呈プロジェクト報告

　　　卓話　「東日本大震災被災地から（仮第）」　30～45分

　　　　　　卓話者：同小学校前校長　小野寺徳茂様　　（案）気仙沼南RC　吉越さんにもお願いするか？

　　　・（記念講演等含む）に関する一切

　　　・事前案内発送　２ケ月前　24年４月頃

　　　・記念例会式次第　・司会　・会場運営　・看板　・料理予算　・会場監督、当日接待ほか

　３．記念事業、奉仕部会　◎佐々木光博　○金子　○大原　○相澤　○藤代　（戸澤）（岡田）５名

　　※気仙沼市支援視察旅行、「演台贈呈」等

　４．記録記念誌部会　◎大久保忠男　○相川　藤井　遠田　柴田　５名　事務局 西川

　　※記念式典　日時：平成24年６月14日（木）　16時～

　　　　　　　　場所：ホテルニューオータニ幕張　

　　※24年６月開催予定の記念例会まで35周年記念誌作成



　会　計　　鈴木　　崇

　会計監査　藤井　仁毅

◎35周年記念事業実行委員会報告

　　メーカーから商品が完成するので納品の時期を教えてほしいとの連絡がありましたが、今体育館の補修

工事を行っておりますのでもう少しまってほしいと連絡しておきましたので後日小野寺校長と協議して納

期期日や贈呈式の日取りを決めたいと思いますので宜しくお願い致します。 吉越宏一

◎ガバナー公式訪問・クラブ協議会　　13：45から1：15まで

　以下活動計画発表者です。

　　クラブ奉仕統括委員長　藤井会員

　　会員増強・活性化統括　大久保会員

　　奉仕プロジェクト統括　相澤会員

　　職業奉仕委員会　　　　佐々木委員長

　　社会奉仕委員会　　　　山口委員長

　　財団・米山統括　　　　山﨑委員長（遠田会員の代理）

　　国際奉仕委員会　　　　金子委員長

　　３年未満　　　　　　　伊藤会員、度会会員

　　30周年記念事業　　　　岡田実行委員長

　

　　山田ガバナーから問題点の抽出と意見交換があり、大変有意義な協議会でありました。

　　 後に鈴木第２分区ガバナー補佐からの山田ガバナーへのお礼で終了した。

　　なお、ガバナー公式訪問に関するクラブ協議会の内容詳細は別途報告される予定です。

　

◎第2790地区地区大会について報告

　去る11月５日．６日の２日間、第2790地区地区大会が木更津のかずさアカデミアホールで開催されまし

た。

　11月６日（日）に参加しました。木更津駅近くのバス乗り場８：30発のシャトルバスには、相川、伊藤、

鈴木崇、岡田の４人でした。

　戸澤会長、藤代幹事は、２日間連続で、鈴木会員参加、佐々木会員は地区役員でご苦労様でした。

　地区大会は、定刻通り９：28のRI会長代理の重田政信の入場に始まり、午前の部は、大会委員長真坂益

夫会員の開会の言葉、山田修平ガバナーの地区現況報告 ①会員増強10％以上、会員増強は１人でなく10％

です。、②大震災に義捐金の配分、③山田ガバナー年度のなり、2706名から＋62名増えて、2768人になった

ことを強調されました。



　重田 RI会長代理の現況報告、来賓挨拶では、森田知事、水越木更津市長、午前の部終了。美味しい弁当

を食べて後、午後の部へ。

　アトラクション「たぬきばやし」木更津第一小学校の皆様（写真掲載）、記念講演「日本のこれから」藤

原正彦先生といえば、日本の品格で270万部を越えるベストセラー作家です。１：00から２：30まで、１時

間半にわたり、我々日本人にとっては、自身がつくお話でした。久しぶりに日本人であることの喜びを感じ

ました。もっと現代史の教育すべきこと、ギリシャは、神奈川県と同じ大きさです。日本人はそんなに悪い

ことばかりしましたか。ありがとうございました。

　来年2012－13年度の地区大会は、2012年10月20日（土）は千葉市幕張のホテルマンハッタン、10月

21日（日）は、松戸市森のホールで開催とことです。北原年度で講演した櫻井よし子様という報告でした。

　15時すぎからは、東邦音楽大学ジャズ・オーケストラの生バンドを聞きながらロビーで大懇親会が開催さ

れました。伊藤会員と岡田の２人で４時前まで参加しました。

　今回の地区大会は、ホテルでなく、手作りの大会でしたが、地元クラブもてなしで素晴らしい大会でした、

当クラブからの参加少なく寂しかったが少ない人数でも、参加された会員は大いにロータリーの魅力を感じ

たと思います。

　本日の卓話

　　　「より強力な　魅力あるクラブに」
 国際ロータリー第2790地区ガバナー　山　田　　修　平　

　船橋東ロータリー・クラブの皆さんこんにちは。国際ロータリー第

2790地区ガバナーの山田修平です。所属は第４分区の木更津東RCで

す。どうぞ宜しくお願いします。

　船橋東ロータリー・クラブ（RC）では、26名でのスタートで、既

に３名の新会員を迎えられ、更に会員増強に励まれるとのこと、大変

素晴らしいと存じます。全会員で会員増強にあたって頂きたいと存じ

ます。

　例会前にクラブ・リーダーシップ・プラン（CLP）についてご質問を頂きましたので、まず初めに CLP

についてお話しさせて頂きます。

　CLPは、全世界的に１クラブ当りの会員数が減少してしまい、国際ロータリー（RI）理事会がクラブの強

化図るために開発した手法です。CLPは従来の五大奉仕部門を主体とした委員会構成を、推奨クラブ細則で

定めている５つの委員会に変更することだと、多くの会員が考えているようですが、そうではありません。委

員会構成を変えただけでクラブが強化されるのでしょうか。CLPはクラブを強化する手法ですが、その内容

は、従来の単年度制から継続性にし、将来の指導者を育成し、会員研修を強化し、ひいてはクラブを強化し

ようとするものです。

「たぬきばやし」
木更津第１小学校の皆様

記念講演「日本のこれから」
藤原正彦様（お茶の水女子大学名誉教授）

山田ガバナーとRI会長代理



　RI理事会の決定事項の内、クラブに向けた事項は全てと言って良い位推奨事項です。会員数が減少した、

或いはクラブに活力が無くなって来た、等でクラブが困窮しているとき、こういう方法を取り入れたら如何

ですか、という推奨事項です。CLPも推奨事項の１つです。

　それではCLPとはどう言うものなんでしょうか。手続要覧の５ページに記載がありますので、それれを精

読して頂きたいと思います。要点をお話ししますと、現、次期、元クラブ指導者は、CLPを実施するため

に、①クラブの長期計画を立案する。②クラブの長期計画と調和した年次目標を設定する。③会員を計画過

程に参加させ、ロータリー活動に関する情報を伝えるためのクラブ協議会を開催する。④クラブと地区との

明確なコミュニケーションを図る。⑤将来の指導者育成を図るための一貫した引継ぎ計画の概念を含め、指

導の継続性を確保する。⑥クラブの委員会構成とクラブ指導者の役割と引継ぎ計画の概念を含め、細則に修

正を加える。（これが委員会構成の変更であり、従来の委員会構成でも構いません。）⑦クラブ会員間の親睦

を深めるような機会を提供する。⑧全会員がクラブのプログラムや運営に活発に関与する。⑨クラブ指導者

が、地区研修会合に出席する。新会員のためにオリエンテーションを実施する。現会員のために継続的教育

の機会を提供する。全会員が指導力育成プログラムを受けれるようにする。

　以上が手続要覧に記載されています。私は本年度地区の方針として「より強力な、魅力あるクラブに」と

し、10項目の重点目標を掲げましたが、実はその多くがCLPのエキスを取り入れました。CLPは、委員会

構成を変更するだけではない事をご理解頂きたいと思います。

　船橋東ロータリー・クラブの例会ですから、例会ではロータリーについて皆さんで話し合って頂きたいと

思います。また、会員卓話ではどんなお話しをされても結構ですが、 後にロータリーに結び付けて頂きた

いとも思っています。こうすることによって、クラブの全会員がロータリーに精通して頂きたいのです。会

員研修の充実について重点目標に掲げましたが、クラブフォーラム等で、ロータリーについて論じていただ

きたいのです。クラブ例会の充実と会員研修の充実の２点を実施することによって、会員がロータリーに精

通することに繋がると思います。米山梅吉は、ロータリーの例会は人生の道場であると言われたそうです。

入りて学び、出でて奉仕せよ、というのもあります。どうかロータリー・クラブらしい例会を実施していた

だきたいと思います。

　10項目の重点目標の内、特に10％の会員増強を各クラブにお願いしています。船橋東RCでは既に３名の

新会員を迎えられ、年間で５名の会員増強を目標に致しました。会員増強に務められまして、１人でも多い

クラブになって頂きたいと存じます。

　船橋東ロータリー・クラブがより強力な、魅力あるクラブになりますよう、期待致しております。本日は

有難うございました。

・山田ガバナー様、鈴木ガバナー補佐様、本日は誠にありがとうございました。地区大会ご盛会おめでとう

ございました。「各クラブの会長にリーダーシップを発揮して欲しい」その通りだと思います。

 相澤　友夫

・山田ガバナー卓話ありがとうございました。これからも船橋東ロータリークラブを宜しくお願いします。

 大家　浩明

・山田ガバナー、ようこそ船橋東RCに来られました。山田先生がもうガバナーに100％なりました。今後と

も当クラブを宜しく。 岡田　敏男

・山田ガバナー、鈴木ガバナー補佐様、船橋東クラブにご指導賜りありがとうございます。今後ともよろし

くお願い致します。 岩浅　宗之



11・12月のプログラム

11月17日　ロータリー財団月間にちなんで

　　　　　　　　　　財団米山統括　遠田会員

　　24日　守屋会員「私の履歴書」

12月１日　ロータリー家族月間にちなんで

　　　　　　　　クラブ管理統括　岩浅会員

　　８日　クラブ年次総会

　　15日　未定

　　22日　クリスマス例会

 ビストロ・コマ　点鐘　18：30

　

週報今週の担当　　　岡　田

・山田ガバナーよくお出でくださいました。 金子　研一

・山田ガバナー、公式訪問ありがとうございました。 山口　習明

・山田ガバナー、鈴木ガバナー補佐、本日は当クラブにお出でくださって誠にありがとうございました。

 織戸　豊

・山田修平ガバナーの来訪を歓迎致します。 大久保　忠男

・山田ガバナー、鈴木ガバナー補佐、本日は「ガバナー公式訪問」にお越し頂きありがとうございました。

会員増強に励みます。 戸澤　寿史

・米山記念奨学会メジャードナーの表彰を受けて感謝申し上げます。感謝申しあげる人は妻のはなちゃんと

社員の皆様方です。ありがとうございます。 相澤　友夫

・米山功労者で記念品を頂き感謝しますが、記念品は必要ありませんので、その制作費を米山奨学会事業に

使って頂ければ幸いです。 藤井　仁毅

・米山功労者、第９回マルチプルを頂いて。 山口　習明

・マルチプルを頂きありがとうございます。 大原　俊弘

・30年100％出席で表彰されました。当クラブがいかに良いクラブかの証明だろうと思います。藤井　仁毅

・藤井会員、相澤会員、金子会員の名誉ある表彰を誇りに思います。おめでとうございます。大久保　忠男

・藤井先生ご表彰おめでとうございます。地区大会ゴルフもシニア準優勝も凄い。ますますのご活躍を期待

しております。30年例会に出たら私は85歳で物故会員になりそうです。 度会　一也

・本日は米山功労者感謝状ありがとうございました。今後とも頑張っていきます。 柴田　正道

・地区大会表彰、受賞の皆様おめでとうございます。藤井先生へ例会でお会いすることが楽しみです。35

年・40年とお付き合いをお願い致します。 山﨑　新一

・誕生祝いを頂きました。 藤代　清七郎

・結婚記念のお祝いをいただきありがとうございました。 伊藤　直子

・結婚祝いを頂きました。ありがとうございます。 藤井　仁毅

・妻の結婚祝いを頂いて感謝。 織戸　豊

・クラブに入会して４ケ月、慣れてきましたが、ガバナーのお話をお聞きして，改めて「ロータリー入門書」

を読んで理解を深めたいと思います。 鈴木　崇

　 11月10日   ￥ 40,000　　累計 ￥ 484,383　今週のニコニコ BOX


