
第 1884 回例会　2016. ７.21　雨　司会　草野会員

　ロータリーソング　「それでこそロータリー」

◎本日の出席状況

　出席：31 名（29 名）中　22 名　75.90％

　欠席：大原・織戸・瀧・長野・伊東・平山・守屋　（武市・柴田）各会員

◎メークアップ

　７／ 14　相澤～７／ 15 ～大阪城南 RC　橋岡～７／ 20 ～大宮 RC

　７・21　織戸・大原・瀧～第２分区ガバナー補佐訪問

佐々木会長

　夏休みに入るこの時期は、子供たちや若者の解放感から起こる事故や、夏の行楽シーズンに伴う交通量の

増加などによる事故の発生が懸念されます。

　船橋市の道も狭い所が多く、先日私が運転している時に、前方を高齢者の方が自転車に乗って走っていま

した、何か起こるのかと思い徐行運転していたところ、自転車が急に車道に飛び出してきました、もし普通

に走っていたら事故になりかねない状態でした。

No. 1884 号　　2016 年７月 28 日発行

岡田ガバナー補佐

会 長 挨 拶

http://xn--pck5a5dsddq9hc8756jt7fk94e.jp/


　最近は歩きスマホでのゲーム・メール・検索なども見受けられます、周りを見ずにスマホに集中している

ので、皆様も歩きスマホに注意し、子供や高齢者等の交通弱者に対する保護意識を習慣づけるようお願いし

ます。

遠田幹事

第１回ガバナー補佐訪問：岡田ガバナー補佐

１．例会臨時変更のお知らせ：船橋西 RC

　・８月５日（金）の例会は納涼家族夜間例会に変更します。

　　日　時：８月６日（土）　点　鐘 10：30　　場　所：東京ディズニーシーホテルミラコスタ

　・８月 12 日（金）の例会はお盆休みのため休会です。

２．次週例会は「前年度会長幹事の慰労夜間例会」です

　　場　所：喜久水（クロス・ウエーブ）の前　　点　鐘：18：30

　　お間違えの無いようお願いします。

３．本日８月の例会予定表をお配りいたしました。

　　８月の例会は　８月４日（木）と８月 25 日（木）の２回です。

　　８月 11 日（祝日）・８月 18 日（木）はお盆休みとして休会です。

　　尚、

　　地区の会議：　　　８月 ７ 日（日）奉仕プロジェクトセミナー

　　　　　　　　　　　８月 27 日（土）米山委員長セミナー

　　ガバナー補佐訪問：８月 23 日（火）船橋みなと RC

　　　　　　　　　　　８月 26 日（金）船橋西 RC

　　　　　　　　　　　８月 30 日（火）船橋 RC

　　　　　　　　　　　８月 31 日（水）船橋南 RC

　　 社会奉仕委員会関係：（第 36 回船橋をきれいにする日）会議：８月 24 日（水）

　　それぞれご出席の各会員・ガバナー補佐・補佐幹事よろしくお願いいたします。

４．2016 ～ 17 年度上期会費納入が未納の方はよろしくお願いいたします。

　　※本日例会終了後 40 周年記念事業委員会の委員長会議を行います。（例会場で・・）

　　　担当会員・会長・幹事もよろしくお願いいたします。

◎各委員会活動計画報告

　会計：ロータリー財団委員会　鈴木　恭浩　委員長

　クラブ奉仕統括委員会　　　　相澤　委員長

　職業分類・会員選考委員会：社会奉仕委員会　山口　委員長

　ロータリー情報委員会　　　　藤代　委員長

幹 事 報 告



　本日の卓話　　岡田ガバナー補佐訪問

　　　　第２分区　ガバナー補佐挨拶（１回目） 2016 － 2017 ガバナー補佐　岡田敏男

１）Rotary Serving Humanity「人類に奉仕するロータリー」

 国際ロータリー会長　ジョン・Ｆ・ジャームの活動方針、及びテーマ

　○　ロータリーに入会して、すばらしい仲間と出会い、他人に役立つこと、大きな機会が与えられた。

　○　ロータリーとは何か、何をしているか、仲間を増やすこと共に協力して、大きな目標を達成しょう。

　○　会員増強と４つのテストを、真に実践するクラブ会員が、重要。

　○　ポールハリスのロータリー創設の目的「価値観を分かち合える人を見つけること

　　　世界には、34,000 以上のクラブ、120 万人のロータリーアンが。

　　　USA、テネシー州、エンジニアリングのコンサル会社の CEO。

２）青木貞雄ガバナーの 2016 － 2017 年地区運営にあたって－地区運営方針と行動指針「感謝と挑戦」

　　青木ガバナーは、成田コスモポリタン RC、学校法人理事長で、JAL に長く勤務、海外勤務経験あり、

英語は不労しないそうです。

　①　挑戦；会員増強を最重要課題です。

　　　1995 年大矢年度、桑島分区代理（船橋 RC）年度、地区では、4350 名会員でした、

　　　本年 2016 年５月現在、第 2790 地区は、84 クラブ 2816 人で、2015 年７月 2711 人から 105 人増えて

いるが、年度末の退会を考慮すると、±０か。

　　　会員増強が、避けて通れない最重要課題です。会社で言えば、売上高になるが、会社では、売上高よ

り利益重視と言われているが、売上高をある程度、確保できないと会社の維持、継続できません。会員

全員１人１人で、会員増強を図ることしかありません。青木ガバナーは、　ａガバナー月信、HP 等の

活用、例会の卓話充実　ｂ入会５年未満の情報研修会、　ｃ奉仕プロジェクトの積極的な展開，Ｒ財団

とのコラボ、　ｄ会員間友好増進活動、同好会充実、⑤ 50 名以上クラブで、純増２名、50 名未満で、

純増１名以上を要請してます。

　②　感謝；入会してよかったことに尽きるか、感謝の念であれば、退会等はない。

　　第２分区の会員数ですが、前田補佐年度、152 名でスタートして、５月現在 170 名で 18 名増ですが、

年度末退会者によるが、前田補佐年度は、純増でいけるのでないか。

　　船橋 RC ＋６名で、29 名、船橋西 RC －１名で、40 名、鎌ヶ谷＋３名で 32 名、船橋東＋３名で 31 名、

船橋南 RC ＋２名で 16 名、船橋みなと RC ＋５名で 22 名の＋ 18 名 170 名です。この人数を、減らさな

いで行きたい。

　青木ガバナーから、Ｒ財団創立 100 周年に鑑みて、会員１人当たり 150 ＄と米山記念奨学会委員会へは、

寄付ゼロクラブの解消と会員１人当たり 15,000 円以上の寄付を要請してます。

３）2016 － 2017 岡田ガバナー補佐の役割、責務と方針について

　　歴代のガバナー補佐に習い、又、青木ガバナーから要請でありますので、各クラブ４回と公式訪問で、

５回は訪問して、各クラブの活動状況、特徴、課題等理解して、元気なクラブとして、活動展開に協力す

る、５年未満会員のためのロータリー情報研究会開催 10 月 15 日に開催予定です。29 年２月９日開催予

定の IM の充実です。



　　私としては、ガバナー、地区と協力して、第２分区の益々活性化して、元気なクラブ、しいては、2790

地区の発展に微力ながら努力したい。皆様の協力をお願いしたい。

４）2016 年規定審議会報告

　　2016 年５月 30 日付櫻木ガバナーからの報告通りですが、第１案、現定款を削除して、本年末の標準定

款等を別冊作成配布。

　　第２案は、暫定版を作成する、確定版とのｐ整合性に留意する。第３案は、現定款に補講として、改正

事項を記載する。

　　地区補佐会議時、青木ガバナーが特に強調事項です。例会と出席に関する規定の例外で、「毎月少なく

とも、２回の例会を開催する。

　　いままで通り、例会は、毎週開催でよい。

　　出席免除の規定を改正する件は、20 年以上の会員歴が必要です。改正が必要か。

　　入会金を廃止する件についても、標準ロータリークラブ定款の徴収義務項目から「入会金」が、削除さ

れたが、クラブ細則で「入会金」を徴収することは禁止されていない。

　　世界的な定款を緩和というか、敷居を下げることは、やむを得ないが、第 2790 地区のガバナー、パー

ストも含めて、出席のガバナー補佐以下地区役員とも、規定審議会については、懐疑的な意見でした。

５）私とロータリーについて

　　1991 年（平成３年）９月に大久保会員の紹介で、小山会長年度に入会して、25 年です。確か 15 周年記

念時でしたが、30 周年時の会長でした、幹事は、佐々木現会長です。なお、ガバナー補佐は、南クラブ

の堀井様で、ガバナーは、白鳥パストガバナーでした。

　　35 周年の実行委員長の時、東日本大震災が起こり、急遽、気仙沼支援として、鹿折小学校の体育館に

演壇を贈呈しました。南三陸のミシン工房にも支援しました。ロータリーに入会して良かったことです。

　　北原ガバナー年度（1999 － 2000 年）の地区大会について、ホテルニューオータニ幕張にて開催です。

当時は、会員数 4000 人、地区大会出席者も、2500 人位、今の倍です。特に印象に残ったことは、ホテル

側の対応、協力体制でした。本店からの支援者も多く、駐車場も、メッセ駐車場も借りて実施された。記

念公演の桜井よし子さんの出迎えから、通路、演壇まで、公演終了後の対応です。

　　30 周年記念事業時、会長時代、19 年４月のカンボジアへの支援活動です。小学校への遊具（ジャングル、

鉄棒、滑り台ほか）贈呈でした、堀井当時分区代理も出席、岡田も会長として、現地地元幹部を前に演説

しました。

　　海外での支援は、時間も、お金もかかるが、得られものも大きいです。24 時間一緒ですから。仲間意識が、

ロータリアンに巣立てます。

６）岡田敏男自己紹介です。

　　生まれは、埼玉県深谷市（ネギと瓦、渋沢栄一、荒船清十郎代議士）昭和 21 年９月生まれです。69 歳

ですが、もうすぐ、古希 70 歳です。

　　18 歳まで、地元小学校中学校、商業学校卒業して、日本触媒化学会社（東京支社）に就職して、夜学

に中央大学第２商学部に通い、４度目受験で、公認会計士２次試験に合格できたので、昭和 47 年１月か

ら監査法人トーマツ（当時は、等松・青木監査法人）に転職した。初任給年間 100 万円でした。

　　31 歳で、結婚して、船橋市習志野のマンションに、移転した。監査法人 10 年目で 35 歳で、退職して、

独立して、会計事務所を開業して、はや、35 年か。



　　子供２人（長男は、外資製薬会社で、名古屋、次男は、東京国税局勤務）とも、結婚して、孫２人ずつ

で、４人のじじいになった。

　　会計事務所も、ゼロからスタートしたが、５年目位で、何とか、食べられるようになったか。

　　税理士会では、千葉県税理士会常務理事まで経験した、公認会計士では、千葉県会会長まで経験できた。

一番印象にあることは、会計士協会本部との１年間攻防戦ですが、千葉県会か、千葉会かで、９月間もめ

たが、千葉県会でなく、千葉会で確定した。

・交通事故に気をつけて！ 佐々木　光博

・岡田ガバナー補佐、体調に気をつけて一年間頑張ってください。 山本　宏子

・岡田ガバナー補佐のお役目誠にご苦労様です。一年間健康に気をつけて頑張ってください。特にロータリー

の気風等大きな変化の波が押し寄せています。是非乗り切ってください。 相澤　友夫

・岡田敏男ガバナー第２分区ガバナー補佐、第１回目訪問ご苦労様です。お身体に気をつけて一年間よろし

くお願いいたします。 山口　習明

・職業分類・会員選考委員会、社会奉仕委員会の委員の皆様一年間よろしくお願い申し上げます。

 山口　習明

・ガバナー補佐訪問、船橋・西・南・鎌ヶ谷・みなと終了して当船橋東 RC で一通り終了です。補佐幹事の

皆様協力ありがとうございました。 岡田　敏男

・西川さんのお蔭で何とかガバナー公式訪問の予定作成ありがとうございました。何とかなりそうです。西

川さん一年間よろしく。 岡田　敏男

・佐々木会長のガバナー月信の私紹介の岡田補佐のコメントのお蔭です。人の話を良く聴くようになりまし

た。感謝です。佐々木会長・遠田幹事一年間よろしく。 岡田　敏男

・岡田ガバナー補佐、一年間第２分区をよろしくお願いします。お体に気をつけて。 大家　浩明

・岡田ガバナー補佐、これからはロッテの応援はほどほどにして健康に気をつけて、ガバナー補佐を頑張っ

てください。 鈴木　隆男

・本日は遅刻をしまして大変失礼をしました。岡田ガバナー補佐、楽しい卓話をありがとうございました。

 橋岡　佐喜男

・ 「りん」19 号原稿をよろしく締め切りは８月末日、９月１日の例会までによろしく。夏休みに文章を書い

てみよう！ 藤井　仁毅

・ ニコニコ年間目標 120 万円目指して頑張ろう！ 草野　宏隆

・皆さん、いろいろありがとうございます。 斉藤　英明

・佐々木会長、幹事報告ありがとうございました。幹事、副幹事共に欠席、先が思いやられますな～。何卒

よろしくお願いします。 遠田　毅

・先週は叔母の葬儀のため欠席すいません。クールビズでなくアツカッタ！永六輔・大橋巨泉氏の訃報と忘

れられない新盆になりました。合掌！ 遠田　毅

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ７月 21 日　16,000 円 累計　82,000 円



次回予定

　第 1885 回例会　　　　　 18：30　点鐘

　船橋東 RC ゴルフ会総会　18 時

　前年度会長幹事慰労例会　場　所：喜久水　会費：4,000 円・クラブ 3,000 円

　第 115 回ゴルフコンペ　　場　所：総武印旛コース　スタート：７時 30 分

　　　　　　　　　　　　　参加費：3,000 円　　表彰式：喜久水

７月28日（木）　前年度会長幹事慰労夜間例会

８月４日（木）　三つのお祝い　会員スピーチ

　　　　　　　理事会

　　11日（木）　祝日休会（山の日）

　　18日（木）　お盆休み休会（定款により）　

　　25日（木）　　

週報今週の担当　　　鈴　木（隆）

７・８月のプログラム


