
第1838回例会　2015.７.16　くもり　司会　山口会員

　前年度会長幹事慰労夜間例会

　日　時：2015年７月16日（木）　18：30～

　場　所：なべ三

◎本日の出席状況

　出席：29名（28名）中16名57.14％

　欠席：橋岡・藤代・平山・守屋・松本・中村・佐々木・柴田・斉藤（英）・瀧・岡田・鈴木（恭）各会員

◎ビジター　東京中央RC　金子　研一様

◎ゲスト　遠田なほみ様

No. 1838・1839合併号　　 2015年７月 30日発行
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◎メークアップ

　・７／９　橋岡～７／８船橋南RC　 相澤～７／９盛岡滝ノ沢RC　　平山～７／11プログラム委員会

　・７／16　橋岡～７／７船橋RC　　藤代・佐々木・瀧・鈴木（恭）７／２～理事会

◎懇親会　司会：山﨑親睦委員長

・新入会員の山本宏子です。今夜は楽しい例会をありがとうございました。 山本　宏子

・楽しい夜間例会ありがとう。 輪湖　信

・市議会のお手当、たっぷりいただきました。仕事はまだやってません。 長野　春信

・大原会長・山﨑幹事の一年間のご苦労に感謝、今日は夜半（午前３時半ごろから）大雨、ゴルフコンペが

中止。残念（中止で良かった） 遠田　毅

・大原会長、山﨑幹事、一年間ご苦労様でした。私も一年目のロータリーを皆出席できました。今年も頑張

ります。 鈴木　隆男

・大原会長、山﨑幹事本当に一年間お疲れ様でした。 織戸　豊

・大原、山﨑前会長幹事さん、一年間ご苦労様でした。 山口　習明

・大原さん山﨑さん、本当にご苦労様でした。一年間の経験を生かしてこれからもロータリーの発展のため

ご苦労してください。 斉藤　守

・会員の皆様、本日は前会長幹事慰労会にご参加いただきありがとうございました。感謝！ 山﨑　新一

・皆さん、一年間本当にありがとうございました。 大原　俊弘

・前年度会長大原様、幹事山﨑様一年間ありがとうございました。お疲れ様でした。これからはゆっくりお

食事をしてください。 事務局　西川　典子

・久々の金子さんメークアップありがとうございます。東クラブでは肩の力を抜いてきてください。

 草野　宏隆

次週予告

　第1回ガバナー補佐訪問

　ガバナー訪問にそなえてクラブ協議会を開催

100,000円累計７月16日　21,000円今週のニコニコ BOX

前年度会長幹事慰労夜間例会　会計報告

 日時：2015年7月16日　場所：なべ三
収　入

備　　　考金　額項　目

5,000円×18名（ゲスト含む）90,000会 費

第1838回例会76,696例会食事費

166,696合　計

支　出

備　　　考金　額項　目

8,000円×20名他166,696宴 会 費

166,696合　計

以上ご報告いたします。



第1839回例会　2015.７.23　曇り　司会　山口会員

　ロータリーソング　「それでこそロータリー」・「四つのテスト」

◎本日の出席状況

　出席：29名（28名）中　20名　71.43％

　欠席：鈴木（恭）・瀧・山﨑・守屋・松本・長野・斉藤（守）・輪湖・（武市）各会員

◎ゲスト：第２分区ガバナー補佐　前田　昌男様（船橋西RC）

　　　　　第２分区ガバナー補佐幹事　安藤　徹様（船橋西RC）

◎100％ 

　７／18　地区クラブ研修リーダー研修会　大家・伊藤・相澤・橋岡・長野各会員

　７／24　地区IT広報公共イメージセミナー　鈴木（隆男）会員

◎メークアップ　７／23　山﨑～７／11　プログラム委員会

大家会長

　来週の７月31日は、IMです。今回の第２分区のテーマは「我がクラブの誇れるところと抱えている問題

―そして解決法は？」です。

　これまで、ロータリークラブは、「陰徳の精神」から、社会に自分たちの活動、特に社会奉仕・国際奉仕

の諸活動を社会にアピールしてきませんでした。

　そのことは、地区大会での各クラブの活動報告・表彰は別として、他のクラブに対しても同様であり、他

のクラブがどのような活動を行っているかは、この第２分区内でも相互によく知らないというのが実情で

しょう。

　この点、我が分区の前田ガバナー補佐は、桜木ガバナーの「原点を知り、考える」のテーマを具体的に

「我がクラブの誇れるところと抱えている問題」として、取り上げられました。

　そもそも、私も船橋東クラブの誇れるところについては、今回皆さんからアンケートを採らせていただい

て、再認識させられました。ロータリー財団や米山奨学会の寄付については、各自の通帳を作成させていた

だき、第１例会時に集金を行っており、2790地区でも上位クラブとして表彰されますが、他のクラブではこ

のようなシステムはなく、各委員長が、一人一人に趣旨説明を行い、寄付を募っているというクラブもある

ようです。また、当クラブの創立以来、約39年間に渡り、北習志野で「愛の献血活動」を行ってきました

第２分区ガバナー補佐　前田　昌男様（船橋西RC）

会長あいさつ



が、今回、10月に厚生労働大臣賞を受賞することが内定したということです。

　他方で、「我がクラブの抱えている問題」は、入会歴の浅い会員の出席率の問題です。これについては、

藤井出席委員長が今年度「無断欠席については、本人または委員長がニコニコボックスにペナルティを払う」

と思い切った活動計画を立てておられますが、私としては、紹介者の本人への声がけの励行をまず行ってい

ただきたいと考えています。特に、当クラブは、親睦活動が活発です。そもそもロータリーの出発点が親睦

活動にありました。そして、その後、社会奉仕活動も柱になりました。是非とも、当クラブの誇れるところ

や「歴史」を入会歴の浅い会員にも知って頂き、楽しい例会にすることで、出席率を向上させたいと思って

います。

伊藤幹事

１．例会臨時変更のお知らせ

　・船橋ＲＣ：　　　①７月28日（火）の例会は第２分区IMに振り替え

　　　　　　　　　　②８月11日（火）の例会はお盆休みのため休会

　・船橋みなとＲＣ：①７月28日（火）の例会は第２分区IMに振り替え

　　　　　　　　　　②８月４日（火）の例会は移動例会　18時～　場所：船橋競馬場

　　　　　　　　　　③８月18日（火）の例会はお盆休みのため休会

　・鎌ヶ谷ＲＣ：　　①７月30日（木）の例会は第２分区IMに振り替え

　　　　　　　　　　②８月６日（木）の例会は夜間例会　時間18時～　場所：三角屋

　　　　　　　　　　③８月13日（木）の例会は定款第６条第１節により休会

２．成田空港南ロータリークラブ創立50周年記念式典のお知らせ

　　日　時：10月15日（木）　   登録 13時　　点鐘13：30　　閉会：18：00

　　場　所：成田ビューホテル　 登録料：１名10,000円

　　締　切：７月末日　申し込みは事務局まで

３．第35回「船橋をきれいにする日」実施に係るクリーン船橋市民の会開催について

　　日　時：８月26日（水）　　受付：13時　　開会：13：30分

　　場　所：船橋市役所11階　大会議室　

　　出席者：平山社会奉仕委員長

４．RI DL（ヂィスカッション・リーダー）養成講座のご案内

　　日　時：８月８日（土）　登録13：15　　開会：13：30～　　閉会17：00

　　場　所：千葉市民会館（千葉市中央区要町１－１）

　　登録料：１名2,000円

　　※対象者は現在までRLパート１・Ⅱ・Ⅲを終了された方々です。

　　※10月からはパート１・Ⅱ・Ⅲ、卒後コースの開催を計画中です。

５．次週７月30日（木）の例会は第２分区IMに振り替えのため通常例会はありません

６．第２分区IM（インタシティー・ミーティング）

　　日　時：７月31日（金）受付：13：30　点鐘：14：00　懇親会：17：40　閉会：19：00

　　場　所：船橋グランドホテル　　※本日プログラムをお配りします。

７．８月６日（木）はガバナー公式訪問です。

　　欠席の無いようお願いします。本日プログラムをお配りいたします。

幹 事 報 告



８．地区大会ゴルフ大会に５名の会員（大原・大家・瀧・平山・藤井）が登録しました。

９．８月の例会予定表を、2015～16年度会員の電話・FAX一覧表を配布しました。ご活用ください。

◎委員会報告

　ガバナー補佐によるクラブ協議会

　・会長クラブ運営方針発表 　：　大家会長

　・ク ラブ 奉 仕 統 括 委 員 長 　：　研修リーダー活動計画発表　：　相澤会員

　・クラブ管理運営統括委員長 　：　活動計画発表　：　藤井会員

　・ク ラブ 広 報 統 括 委 員 長 　：　活動計画発表　：　織戸会員

　・奉仕プロジェクト統括委員長　：　活動計画発表　：　佐々木会員

　・会員増強・退会防止委員長 　：　活動計画発表　：　大原会員

本日の卓話

クラブ 訪問挨拶　　　　　　　　第１回

 第２分区ガバナー補佐　前田　昌男
　

　今年度第２分区ガバナー補佐を務める船橋西ロータリークラブの前田昌男です。１年間宜しくお願いしま

す。今日はクラブ訪問の第１回目ですので、私の自己紹介、私の理解しているガバナー補佐の役割、櫻木ガ

バナーの地区運営に関する基本的考え方、RI K.Rラビンドラン会長のテーマ、今後のスケジュールについ

てお話させて頂きます。

敢　自己紹介

　　1970年、三井不動産に入社して社会人の第一歩をスタート。様々な領域の仕事に出会えたことはラッ

キーでした。スタッフ部門からライン部門、開発事業、住宅事業、ビル事業、商業施設事業を経験しまし

たが、期間としては商業領域が一番長く携わったことになります。2000年、ららぽーとでの仕事が船橋と

の出会い。現在は日本橋に本社を移していますが、当時は船橋に本社があり、ロータリーに入会してその

縁が広がっています。ロータリーに入会して15年、基本的には利益を追求する企業活動の中でお客様、取

引先、地域との調和を図ることの重要性は理解しておりましたが、ロータリーで改めて学んだと思います。

私の在籍した会社では“GROWING  TOGETHER”、ともに成長することをビジョンとして掲げていまし

た。お客様、店舗、そしてその街とともに成長していくことで「都市に豊かさと潤いを」実現したいとの

願いです。企業ビジョンとロータリーの理念が重なっているようです。

柑　私の理解しているガバナー補佐の役割

　　大きく分けると三点かと思います。一つ目は地区方針、ガバナーからの要請事項、地区委員会からの依

頼等を担当分区内に周知し、その実施状況を管理すること。二つ目は定期的に分区内クラブと連絡を取り、

目標達成の進捗を確認すること。三つ目は地区リーダーを探すことなどが期待されている役割ですが、皆

さんのご協力も頂いて努力していきます。

桓　櫻木ガバナーの地区運営に関しての基本的考え方

　　サンディエゴでの国際協議会で RI会長のテーマ、方針を学び、それを踏まえた地区方針を地区内に周

知することがご自身の一つ目の役割と考えておられます。周知する場として地区研修セミナー、会長エレ

クト研修セミナー、地区研修・協議会の所謂三大セミナーから始まり、IM、そしてガバナー公式訪問まで

を一連のものと考えておられます。周知する対象者も地区役員、地区の各委員会から始まり、クラブ会長、



主要委員長、クラブ会員へと細分化していく。そしてそのプロセスを通して地区と各クラブの距離も縮め

る狙いがあります。二つ目は地区内ロータリー活動の活性化に向けて変化を受け入れて慣習や運営方針を

見直して革新を図る土壌を地区に作っていくことです。その際、ロータリーの理念や理論を重視し、RI規

定を遵守して革新を図ることで元気なクラブがたくさん出てくることを目指しておられます。クラブを元

気にする（活性化）具体的な行動として　① CLUB LEADERSHIP PLANの実践　②研修リーダーの配

置　③クラブの委員会活動を単独の活動とせず、横断的に取り組む　④ロータリーをやさしく理解するこ

となどを挙げております。クラブの活性化の方策は様々で、答えは一つではありません。各クラブでは自

分達のクラブの状況を踏まえて活発な議論をして具体的行動に移して頂きたいと考えています。

棺　RI会長のテーマ

　　“Be a gift to the world” 世界へのプレゼントになろうが今年度のテーマです。Make a gift to the 

world ではないことがポイントで会長の信念だと思います。私たちは精一杯頑張ったり、学ぶことや家族

や友人との出会いで元気になったり、生きがいを見つけたりします。自身の生きざま、取り組む情熱、努

力の過程、能力を他の人に示してあげることが大切なこと。それができる人間を目指したり、影響を与え

られる人になることが“Be”なのでしょう。具体的に行動することは容易ではなく、時間軸で考えると到

底１年で終わるものではなく、継続して次の世代まで引き継ぐべき深遠なテーマでもあります。私もしっ

かり考えてみたいと思います。

款　今後のスケジュール

　　７月31日（金） 　IM

　　　月　日（　）　ガバナー補佐訪問（２回目）

　　　月　日（　）　ガバナー公式訪問

　　　月　日（　）　ガバナー補佐訪問（３回目）

　　　月　日（　）　ガバナー補佐訪問（４回目）

　　10月５日（月）　地区記念ゴルフ大会

　　来年２月６日（土）、７日（日）の地区大会などです。

　　この他セミナーもいろいろ企画されておりますので、担当者の積極的参加をお願いします。

　　そのためにも予定の早期開示が必要と考えています。

　 後に IM の概要やプログラム、ガバナー公式訪問については会長、幹事の方々と打ち合わせしておりま

すので準備のほど宜しくお願いいたします。

　この一年、私もロータリーを学ぶ機会と捉えておりますので宜しくお願いします。

・今年一年間どうぞよろしくお願いいたします。ガバナー補佐幹事　 安藤　徹

・前田ガバナー補佐、安藤ガバナー補佐幹事、今日はありがとうございました。ガバナー公式訪問、多々失

礼があるかと存じますがよろしくお願いいたします。 大家　浩明

・皆さんいろいろありがとうございました。 斉藤　英明

・先週の夜間例会体調不良のため欠席してすいませんでした。体の方もだいぶ良くなりました。アルコール

は一週間飲みませんでした。 岡田　敏男



・入会させていただいたばかりですが、ロータリークラブの奥深さを感じております。少しずつ追いついて

いければと思っております。 山本　宏子

・前田ガバナー補佐・安藤幹事、ようこそ当クラブへ。次期は頑張りません。準備はこれからですが。

 岡田　敏男

・前田ガバナー補佐、安藤補佐幹事一年間よろしくお願いいたします。健康には十分気をつけられ頑張って

ください。 遠田　毅

・前田補佐、安藤補佐幹事様、一年間ご指導のほどよろしくお願いいたします。 相澤　友夫

・前田ガバナー補佐様、安藤ガバナー補佐幹事様、当クラブへの訪問ありがとうございます。一年間よろし

くお願いいたします。 伊藤　直子

・第２分区ガバナー補佐前田昌男様一年間よろしくお願い申し上げます。 山口　習明

・前田昌男ガバナー補佐様、安藤徹ガバナー補佐幹事様、ご訪問ありがとうございます。当社社長に鈴木　

崇が７月22日に就任いたしました。 鈴木　隆男

・第２分区ガバナー補佐前田昌男様、本日は素晴らしいお話をありがとうございました。お久しぶりに再会

で来ましてとても嬉しく思っております。 橋岡　佐喜男

・前田昌男ガバナー補佐，安藤徹補佐幹事様、今年度よろしくお願いいたします。 藤井　仁毅

・第２分区ガバナー補佐前田昌男様より　いただきました。

次回予定

　1840回例会

　　７月31日（金）第２分区IM（インターシティーミーティング）

　　　　　　　　　 場所　船橋グランドホテル　点鐘　14時

　　７月30日（木）を振り替え

８月のプ ログ ラム

８月６日（木）　ガバナー公式訪問
　　　　　　　会長幹事との懇談会
　　　　　　　クラブ協議会
　　８日（土）　地区財団セミナー
　　13日（木）　お盆休み休会
　　20日（木）　理事会
　　　　　　　三つのお祝い・会員スピーチ
　　22日（土）　地区会員増強セミナー
　　23日（日）　地区米山委員長セミナー
　　26日（水）　第35回「船橋をきれいにする日」
 に係る市民会議
　　27日（木）　会員増強フォーラム　

週報今週の担当　　　山﨑・鈴木（隆）

121,000円累計７月23日　21,000円今週のニコニコ BOX


