
第112回船橋東ロータリークラブゴルフコンペ表彰式＆ゴルフ会忘年会

2015年12月17日（木）

場　　　　所　　炙り焼き　麦酒酒場　三代目山田屋

クラブ参加者　　大原・平山・織戸・山崎・斎藤（英）・藤井・遠田・草野・佐々木・相澤・鈴木（隆）

ゲスト参加者　　鯨井　様

No. 1859・1860合併号　　 2016年 1月 21日発行

ゴルフコンペ／準優勝の鯨井　様

相澤会員より来年干支の猿の置物贈呈

ゴルフコンペ／織戸会員より

女子プロゴルファー全美貞

サイン入りバイザー＆ボール

収入の部

備　　考金　額項　　目

3,000円×12名36,000参 加 費

5,000円×12名60,000忘 年 会 参 加 費

斎藤守会員・守屋慶隆会員10,000芳 志 充 当

ジョン・ミジョンサイン入り

バイザー＆ボール（織戸会長）
賞 品

106,000合　　計

支出の部

備　　考金　　額項　　目

36,000賞 金

3,000キ ャ デ ィ 寸 志

60,480三 代 目 山 田 屋

第100回～112回分精算6,520連絡費・文書作成費

106,000合　　計

 敬称略

改正HDネットハンデグロス氏　名順　位
217230102鯨井　裕介優　勝
5.473.36.780大原　俊弘準優勝
14.773.716.390平山　雄一３位

74.230.8105織戸　　豊４位
74.818.293守屋　慶隆５位
77.331.7109山崎　新一６位
77.813.291斎藤　英明７位
79.227.8107岩浅　宗之８位
82.526.5109藤井　仁毅９位
8525110遠田　　毅10位

16.386.214.8101草野　宏隆BB
21.48103.117.9121森　 巌BM

※鯨井裕介様は初参加です。ゴルフ会の規定により繰り下げ準優勝です。

守 屋 慶 隆DC：IN－10番平 山 雄 一DC：OUT－１番

岩 浅 宗 之ドラ短斎 藤 英 明ドラ短

大 原 俊 弘NP：IN－14番山 崎 新 一NP：OUT－４番

斎 藤 英 明NP：IN－17番鯨 井 裕 介NP：OUT－６番

第112回ゴルフコンペ　収支報告・成績表
Ｈ27年12月17日　中山CC　　幹事　山﨑　新一

http://xn--pck5a5dsddq9hc8756jt7fk94e.jp/


第1859回例会　2015.12.19

クリスマス例会：ジャイネパール

◎本日の出席状況

　出席：29名（28名）中　14名　50.00％

　欠席：藤代・平山・守屋・中村・草野・長野・岡田・織戸・鈴木（隆）・柴田・斉藤（英）・斉藤（守）・

　　　　柴田・輪湖（武市）各会員

◎ゲスト：橋岡直美様・遠田なほみ様・度会亜矢子様・山﨑由起子様・山﨑二葉様

◎メークアップ：12／19分　藤代～パスト会長会・中村・鈴木（隆）～献血・岡田～ガバナー補佐会議

◎100％以上：伊藤～12／17～東京中央RC・12／18～第２分区会長幹事会

伊藤幹事

１．例会臨時変更：船橋西RC

　・12月25日（金）の例会はクリスマス家族例会のため変更

　　日　時　12月25日（金）　18：00　　

　　場　所　シェルハウス・ホテルニューオータニ幕張

２．ガバナー事務所・エレク事務所年末年始休業について

　　日　時　12月28日（月）～１月５日（火）迄お休みになります。

３．社会福祉法人・千葉ベタニヤムホームより感謝状贈呈及び親睦会開催のお知らせ

　　日　時　2016年１月９日（土）　17：30～19：30

　　会　場　オークラ千葉ホテル　３Ｆウインザールーム

　　大家会長・山﨑会員が出席の予定です。　 クラブよりお祝い金１万円を差し上げます。

４．今年の例会は今日で 後です。

　　来年は１月14日（木）が第１例会・理事会もありますのでお間違いのないようお願いします。

　　又、12月26日（土）の「玉狂」公演にご加の方々は国立能楽堂に13時開場、14時公演です。

幹 事 報 告

クリスマス例会決算報告

収入の部

備　　考金　額項　目

3,000円×22名66,000会 費

大家会長・伊藤幹事より20,000ご 芳 志

34,106親睦委員会費

第1859回例会60,000例 会 食 事 費

180,106合　計

支出の部

備　　考金　　額項　　目

ジャイネパール126,000パーティー費

ベリーダンス15,000アトラクション

お酒・チョコレート等39,106プ レ ゼ ン ト

180,106合　計

以上ご報告いたします。



第1860回例会　2016.１.14　晴　司会　藤井会員

　ロータリーソング　「君が代」・「奉仕の理想」

◎本日の出席状況

　出席：29名中（27名）20名　74.07％

　欠席：橋岡・松本・守屋・織戸・鈴木・柴田・山本　（武市・山口）各会員

◎ゲスト：第２分区ガバナー補佐　前田　昌男様

　　　　　　　　　　　　　　　　川島　浩一郎様

◎１月三つのお祝い

　・会員誕生：山口会員

　・夫人誕生：相澤はな子様・柴田ミトリ様

　・結婚祝い：柴田会員

大家会長

　会員の皆様、新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願いします。

　早速ですが１月９日に社会福祉法人ベタニアホーム新年会に山崎さんとともに出かけて、夏見母子ホーム

への長年の「訪問」や「タケノコ掘り」活動にたいして感謝状を頂いて参りました。諸先輩方の活動に感謝

です。

　さて、昨年12月19日のクリスマス例会は、例会でネパール地震の報告を頂いたセティマヤさんの「ジャ

イネパール」にておいしいカレー・ナン・お肉などネパール料理を堪能し、また、全員参加のベリーダンス

も楽しゅうございました。

　その後、年末の26日には、橋岡さんの主宰されているNPO法人せんすによる国立能楽堂の「玉狂」公演

も堪能させていただきました。橋岡さん、ありがとうございました。

　狂言の「附子」は、学生時代の国語で取り上げられていました。「附子」は猛毒のトリカブトの異名だと

いうことです。

　『とんちの一休さんの元ネタなのだな』と思っていましたが、今回、生まれて初めて「狂言の世界」に触

れさせていただき、少しだけでも文化的教養が身に付いたような気がします。

「三つのお祝い　相澤会員」 「年男の抱負　度会会員」

会長あいさつ



　凛とした立ち振る舞いで、かつ、表情を変えずにお客さんの笑いを取れるというのは大変な技だと思いま

した。伝統の重みでしょうか。

　演目を見ながら、不謹慎ながら、ふと船橋市の星「ふなっしー」を思い出しました。ふなっしーの顔の表

情は変わりませんが、動作と言葉で喜怒哀楽を連想させます。おそらく「お能」の世界とも共通する何らか

の本質的な事柄があるのかもしれません。橋岡さんから「例えになっていない」と叱られそうです。すいま

せん。

　橋岡さん、新年会では新年にふさわしいハレの演目である「高砂」を演じていただけるということですが、

楽しみにしています。橋岡さん、我が船橋東クラブに日本の伝統的な古典文化をどんどんご紹介下さい。

　来週は、20日には新年にふさわしく、有志による日本のローラリークラブの発祥の地・東京ロータリーク

ラブ訪問、21日には中村さんのご尽力による日本銀行訪問・移動例会、また、23日には、船橋中学校野球大

会への後援と新年家族会と行事が目白押しです。

　今年も「奉仕活動」に力を注ぎながら、ロータリーライフを実感できて、かつ、楽しい活動を行って参り

たい思います。

　今年も幸多い年でありますように。１年間宜しくお願いします。

伊藤幹事

１．RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）のパートⅠ・Ⅱ・Ⅲの全セクションを終了した会員を対象

に〈RLI卒後コース〉を開催します。

　日　時：１月30日（土）10：30～

　会　場：千葉県青少年女性会館

　登録料：7,000円　（当クラブには該当者はなし）

２．ロータリー財団補助金管理・奉仕プロジェクト合同セミナー開催について

　日　時：１月31日（日）　登録：12：30　　セミナー：13：00～16：10

　場　所：カンデオ　ホテルズ千葉（ガーデンシテイ千葉）

　　　　　千葉市中央区問屋町１－45　千葉ポートスクエア　TEL：043－203－3300

　内　容：奉仕PJと地区補助金活用について

　　　　　グローバル補助金について

　　　　　DG奨学生・GG奨学生・平和フェローの募集について

　登録料：１クラブ 3,000円

　出席者：次年度会長・財団委員長・社会奉仕委員長・国際奉仕委員長・奉仕プロジェクト委員長

　締　切：１月23日（土）

　◎クラブ参加資格認定：覚書（MOU）に次年度会長のサイン・会長エレクトのサインした書類を持参の

こと

３．鈴木　恭浩会員が12月29日に「ロータリー希望の風奨学金」に10万円を寄付されました。

４．地区大会諸事お知らせ

　日　時：２月６日（土）・２月７日（日）

　場　所：アパホテル＆東京ベイリゾート

　　　　　・会場の駐車場には限りがありますので、満車の場合は近隣の駐車場をご利用ください。

幹 事 報 告



　地区大会での表彰について（大会２日目に登録受付で頂きます、例会時に披露ください）

　・クラブ表彰：ロータリー財団一人当たりの年次寄付上位３クラブ（認証バナー）

　　　　　　　：ロータリー財団年次寄付優秀クラブ　331,43＄

　　　　　　　：ロータリー米山奨学会功労クラブ　　第28回

　・個 人 表 彰：相澤　友夫会員　ロータリー米山記念奨学会メジャードナー40回

　　　　　　　：山口　習明会員　ロータリー米山記念奨学会メジャードナー10回

　の表彰を受けます。

５．日本事務局より「財団ニュース１月号」が届いております。

６．2015～16年度下期会費納入のお願い

　　詳細はメールボックスにお知らせ済みですが、135,000円を１月30日迄に納入ください。

７．次週１月21日（木）の例会は職業奉仕委員会主催の「日本銀行見学及び移動例会」です。

　　集　合：13：50貨幣博物館入口（時間厳守）　　見　学：14：00～

　　移動例会：「日本橋だし場はなれ　（株）にんべん　時間：17：00～19：00

　　◎身分証明になるもの、運転免許書・保険証等　必ず持参ください。

　　会　費3,000円の徴収を行います。

８．１月23日（土）は新年家族会です。

　　時　間：受付：18：00　　点鐘：18：30　　終了：21：00

　　場　所：ホテルニューオータニ幕張

　　登録料：会員15,000円（記念事業積立金5,000円含む）有料家族5,000円

　　　　　　申し込みがまだの方は至急事務局迄お願いします。

　　※　親睦委員会・プログラム委員会・SAAは準備のため集合は５時です。

理事会報告（１月定例）

１．職業分類委員会より　分類新設について

　　部類：ビジネスサービス　分類：41　コンサルタント業　の新設申請について

　　※新設を承認

２．新入会員候補者の推薦について

　　候補者名：伊東　幹雄君

　　職　　業：いとうみきお京葉経営コンサルタント事務所長

　　住　　所：276－0036　八千代市高津390－88

　　推 薦 者：相澤　友夫会員

　　※推薦を承認　クラブ細則第12条第１節および第５節により全会員に公示す。

３．クラブ一般会計半期報告について

　　※岡田会計より報告があり承認。

４．地区より「米山奨学生世話クラブ及びカウンセラー引き受け」の依頼

　　2016年度、米山奨学生の受け入れについて

　　※引き受けを検討中。



「その他」

１．東京RCへのメークアップについて　日時：１月20日（水）帝国ホテル　12時15分

　　参加者：大家・藤井・岡田・松本・守屋

２．船橋中学野球教室への後援について　日時：１月23日（土）集合：７時30分

　　青少年奉仕委員会による　参加：大家・伊藤・草野・大原・岡田・山﨑・松本　７名予定

「報告事項」

１．職業奉仕委員会主催：「日本銀行見学・及び移動例会」の進捗状況

　　日　時：１月21日（木）　　集合：13：50　貨幣博物館前　　見学：14：00～

　　移動例会：「日本橋だし場はなれ」時間：17：00～19：00

　　※参加者21名

２．新年家族会について　進捗状況　参加者現在集計中

　　日　時：2016年１月23日（土）　　受付：18：00　　点鐘：18：30

　　　　　　※１月28日（木）の例会を振り替え

　　場　所：ホテル・ニューオータニ幕張　千葉市美浜区ひびの２－120－３

　　登録料：会員：15,000円（内5,000円は記念事業積立金）

　　　　　　家族：夫人・有料家族：5,000円　　小学生以下無料

　　※竹の子券の販売　※記念事業積立金は全員から徴収する

　　　締切：2016年１月14日（木）

◎各委員会報告

青少年奉仕委員会 草野委員長

　「第９回少年学童野球大会」

　場　所：船橋市立船橋中学校

　時　間：集合７：45　開会式８：00

　参加者はクラブジャンパー着用

職業奉仕委員会 中村委員長

　１月21日（木）　集合時間：13：50　貨幣博物館前

　職業奉仕委員会主催

　貨幣博物館見学　　14：00～14：40

　日本銀行本店見学　15：00～16：00

　例会・懇親会　　　17：00～19：00「日本橋だし場はなれ」

　※身分証明書持参の事

　　大きい荷物は日銀内のロッカーには入らないので周辺のロッカーに預けてください。

出席委員会 藤井委員長

　１月20日（水）

　東京RCでメーキャップで例会に出席しますのでご希望の方は連絡ください。

　場所：帝国ホテル　時間：12：15



雑誌会報・広報委員会 鈴木（隆）委員長

　「ロータリーの友を読もう　2016年１月号のみどころ」

　【横組み】

　RI指定記事

　RI会長メッセージ

　あなたの影響力を増やしましょう Ｐ３

 RI会長 K. R. ラビンドラン

　　「一人の飢えた子どもに食べものを与える時、読み書きのできない人に教育の機会を与える時、一人の

子どもを疾病から守る時、その影響力はごくわずかのように思えるかもしれませんが、決してそんなこと

はありません。私たち一人ひとりの活動や贈り物の力があってこそ、数の力が発揮でき、すなわち私たち

が目指す『世界へのプレゼントになろう』という真の影響力を持つことができるのです」と、ラビンドラ

ン会長は呼びかけています。

　特集　職業奉仕を実践 Ｐ７－11

　　職業奉仕はロータリーの金看板と言われています。職業人としてのロータリアンがもつ専門性を通し

て、ロータリークラブでは、どのような活動をしているのでしょうか。その実践例を紹介します。

　　教職員の企業研修を支援 第2590地区　職業奉仕委員長　平　　雅吉

　　育て、企業家　東京愛宕創業支援塾 東京愛宕ロータリークラブ

　　子どもたちと職業人との対話交流会 生駒RC　中田　龍人

　　がんばれ！　高校生　就職模擬面接で支援 岡山西南RC　小林　和義

　　的確なアドバイス 宇部RC　広報理事　清水　昭彦

　　両者緊張の…… 大曲ロータリークラブ

　　職業奉仕の神髄「整頓されているから」 鹿屋RC　寺岡　正善

　心は共に　東日本大震災 Ｐ24－26

　　2011年３月11日。あの日から４年半になりますが、復興はまだ途上。具体的な支援と寄り添う心は続い

ています。

　　小学生の野外活動を支援 相模原南RC　中村　辰雄

　　絆キャンプ　in　妙高 さいたま襷ロータリークラブ

　　第３回東京ドーム少年野球大会 東京本郷RC　東京ドーム少年野球大会実行委員長　小出　　豊

　　絆ベルトづくり・郷土料理教室・芋煮会 南陽臨雲RC　伊藤　　吉

　　被災地の子どもたちに楽しいひとときをプレゼント 和田山RC　大林　賢一

　よねやまだより

　“よねやま”から広がる新しい世界　⑪　寄付に込める思いと願い Ｐ30－31

　　米山記念奨学事業は、ロータリアンからの寄付によって支えられていますが、近年、学友からの寄付も

増えています。「お世話になった恩返しに」「後輩を応援するために」との思いの込もった学友からの寄付



金は総額2,500万円以上になります。今回ご紹介する張虞安（チョウ　ユウアン）さんもその一人で、2007

年から毎年、10月の米山月間に、アメリカからの寄付を続けています。張さんと、彼の世話クラブを務め

た交野RCの元会長・安養寺敏彦さんにお話を伺いました。

　　カウンセラー　交野RC　（第2660地区　大阪府）安養寺敏彦

　　米山学友　　　張　虞安

　【縦組み】

　挑戦　二戸から世界へ…… Ｐ４－８

 （株）南部美人五代目蔵元　代表取締役社長　久慈　浩介

　　僕は、地方の小さな会社でもオンリーワンの商品があれば、世界を相手にした商売ができると思ってい

ます。世界では日本の伝統産業こそがオンリーワンとなります。お客さま本位の商売は基本的に、日本で

も世界でも変わらないと思っています。

　わがまち・・・・そしてロータリー Ｐ９－12

　ちょいと出ました足利自慢　「北の鎌倉」銘仙が映える

　　「わがまち」を通じてロータリーと地域のかかわりを紹介します。今回は群馬県足利市です。

12／19分

・楽しいクリスマス例会、山﨑さんありがとうございます。 大家　浩明

・昨日の昼がカレー！家に帰ってもカレー！今日の夜もカレー、年内後いくつカレーを食べるのかな。

 松本　健

１／14分

・今年もよろしくお願いいたします。 第２分区ガバナー補佐　前田　昌男

・卓話を聞いてもらって、新年あけましておめでとうございます。 佐々木　光博

・おめでとうございます。本年も東RCの奉仕活動に頑張りましょう。 遠田　毅

・新年おめでとうございます。今年も出席できない日が多く申し訳ありません。以外で奉仕活動をしている

とご理解頂きお許しください。 斉藤　守

・皆様新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。 大家　浩明

・新年あけましておめでとうございます。新年家族会参加できなくてすいません。本年もよろしくお願いい

たします。 長野　春信

・申年の年男です。皆様と共に良い年でありますように。 斉藤　英明

・ガバナー補佐、本年もよろしく、お客様として川島さんの当クラブへの入会大いに期待します。

 岡田　敏男



・妻はなちゃんの誕生祝ありがとうございました。あらためて感謝！健康でいられることがありがたいで

す。今年も年賀はがきはツーショットでご挨拶させていただきました。 相澤　友夫

・度会会員、今年の抱負の卓話ありがとうございます。皆様今年もよろしくお願い申し上げます。

 鈴木　隆男

・「りん」の原稿よろしく頼みますよ！本年もよろしく。 藤井　仁毅

次回予定

　１月21日（木）　集合時間：13：50　貨幣博物館前

　職業奉仕委員会主催

　　貨幣博物館見学　　14：00～14：40

　　日本銀行本店見学　15：00～16：00

　　例会・懇親会　　　17：00～19：00　「日本橋だし場はなれ」

　　※身分証明書持参の事

550,000円累計１月14日　19,000円今週のニコニコ BOX

１・２月のプログラム

１月21日（木）　職業奉仕委員会主催

　　　　　　　日本銀行見学・及び移動例会

　　23日（土）　新年家族会

２月４日（木）　三つの祝い・会員スピーチ

　　　　　　　理事会

　　６日（土）～７日（日）　地区大会

　　11日（祝）　定款第６条第１節による休会

　　18日（木）　地区大会振替

週報今週の担当　　　鈴　木（隆）


