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第 1888 回例会　2016. ９. １　晴　司会　草野会員　

　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：32 名（30 名）中　27 名　90.00％

　欠席：守屋・山本・輪湖　（柴田・武市）各会員

◎ゲスト　　 米山奨学生　劉　雪菲丹さん

◎新入会員　 三浦　時子君　（損害保険）紹介者：大原会員

◎ 100％以上  ・８／ 27 ～地区米山セミナー～佐々木・瀧会員

　　　　　　・岡田ガバナー補佐～８／ 23 ～船橋みなと RC・８／ 26 ～船橋西 RC・

　　　　　　　　　　　　　　　　８／ 30 ～船橋 RC・８／ 31 ～船橋南 RC

◎９月三つのお祝い

　会員誕生祝い：遠田・輪湖・瀧・岡田各会員

　夫人誕生祝い：橋岡直美様・斉藤久子様・度 会亜矢子様・中村美鈴様

　結 婚 祝 い：中村・佐々木各会員

佐々木会長

識字率向上月間

　R.I. は毎年７月を「識字率向上月間」と指定し、1997 － 1998 年度に発足し、活動してきたが、７月は北

半球の学校は夏期休暇の時期で識字率関連行事に 適の月ではないとして、2006 － 2007 年度より「識字率

向上月間」は３月に変更になった。（2005 年７月理事会）現在、世界に約 10 億の非識字者・非計算能力者

がいて貧困の原因になっていると推定されている。特に発展途上国の多いアジアでは人口増加とともに未就

学児童が増え続け、このままでは読み書き、計算ができない子供が増え、さらに貧困と飢餓の進行と社会不

安が憂慮されることから、この特別月間を指定しロータリーの力を結集することによって、識字率の向上と、

ひいては貧困と飢餓をなくし世界の平和にも寄与しようとするものである。

　財団に、このためのマッチング・グラントが新たに用意されている。実施したいクラブや地区はマッチン

グ・グラントを申請することができる。（要 P.15）

（1997 年７月理事会）（マッチング・グラントの項 231 頁、識字率の向上の項 125 頁、社会奉仕活動－特に

関心の高い項 131 頁、ロータリーの特別月間の項 272 頁参照）

遠田幹事

１．9 月のロータリーレートは１ドル 102 円です。

２．次週９月８日（木）はガバナー公式訪問（３クラブ合同：船橋・船橋東・船橋南 RC）

　　場　所：船橋グランドホテルです。

　　本日プログラムをお配りしますが、お間違いの無いようお願いします。

　　食事は 12 時より始めます。例会点鐘は 12 時 30 分です。

　　尚、SAA・親睦委員会の集合時間は 11 時です。

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



３．秋季例祭のお誘い

　　日　時：９月 24 日（土）14：00 ～

　　場　所：米山梅吉記念館　ホール　※参加希望者は参加申込書に記入ください。

　　※賛助会員の募集：年間 3,000 円（一口）

　　※米山 100 円募金についてはクラブより寄付（１名 100 円）しております。

理事会報告（９月定例） ゲスト出席：岡田ガバナー補佐・瀧補佐幹事

１．新入会員：三浦　時子君の所属委員会について

　　※親睦委員会に所属に決定

２．ガバナー公式訪問プログラムなどについて

　　日　時：９月８日（木）（船橋：24 名・船橋東：21 名・船橋南：10 名）55 名

　　　　　　９月16日（金）（船橋西：？・鎌ヶ谷：28 名・船橋みなと：16 名）44 ＋？

　　場　所：船橋グランドホテル　

　　※９月８日（木）プログラム司会者：鈴木恭浩補佐幹事

　　※９月 16 日（金）のプログラム司会者：瀧補佐幹事

　　※手伝い：SAA・親睦委員会　　　集合：11：00

　　　９月８日（木）の手伝い：草野会員・中村会員・事務局

　　　９月 16 日（金）の手伝い：鈴木隆男会員・水庫会員・事務局

　　※以上決定　

３．Ｒ財団 100 周年記念シンポジュウムに合わせた公共イメージ向上企画協力金のお願いについて

　　依頼：会員１名 250 円

　　※その他寄附金の項目から会員１名 250 円× 32 名　合計 8,000 円を寄付することに決定

「その他」

１．社会奉仕委員会、山口委員長より８月 24 日の「第 36 回船橋をきれいにする日」についての会議報告

　　実施日：11 月 20 日（日）　小雨決行　集合９時　当の報告がありました。

◎各委員会報告

　社会奉仕委員・雑誌会報委員・米山奨学会委員

　新入会員入会式（三浦　時子さん）

　ガバナー補佐報告

◎本日の卓話

　米山奨学生　劉　雪菲丹さん



・三浦時子さん、入会おめでとうございます。ロータリーは厳しいところですが、歯を食いしばって例会に

出席してください。 山口　習明

・三浦さん、ようこそ当クラブへ入会されました。32 名となり、第２分区ガバナー補佐として大歓迎です。

 岡田　敏男

・本日は三浦時子会員船橋東ロータリークラブ入会おめでとうございます。又今月５日は妻のバースデーで

す。丁寧にお祝いをしたいと思います。 橋岡　佐喜男

・三浦さんご入会おめでとうございます。親睦委員会に所属頂きました。今後ともよろしくお願いいたしま

す。 中村　和一

・三浦時子君の入会を祝して、ようこそ東クラブへ！毎週お昼は RC タイム。ロータリーライフを楽しみま

しょう！ 遠田　毅

・三浦時子会員へ、船橋東 RC へご入会ありがとうございます。ロータリーライフを楽しんでください。

 山﨑　新一

・三浦さん入会おめでとうございます。女性の方が増えると「華やか」になって、クラブが明るくなります。

　ロータリーを楽しんでください。 織戸　豊

・三浦さん、ご入会おめでとうございます。分からないことはすべて私に聞いてください。答えられるよう

により一層勉強します。 大原　俊弘

・三浦さん入会おめでとうございます。ロータリーは楽しいですよ。よろしくお願いいたします。

 長野　春信

・時子さん、ようこそロータリーに。 佐々木　光博

・三浦時子様ご入会おめでとうございます。船橋東 RC への入会は、やっぱり草野が入会していたからかな？

 草野　宏隆

・三浦さん、我がクラブにようこそ。楽しいクラブです。１週間に一度の例会、食事も充実していますよ。

よろしくお願いします。 大家　浩明

・三浦時子様、貴女のご入会を心まちにしておりました。末永くロータリーライフを楽しみましょう。

 相澤　友夫

・三浦さん、ご入会ありがとうございます。又おめでとうございます。楽しいロータリーライフを作ってく

ださい。 斉藤　守

・三浦時子様、船橋東 RC へ、ようこそ。奉仕活動皆様と一緒に頑張りましょう。台風で損害金の支払いで

大変と思いますが、防水会社は儲かったようです。 鈴木　隆男

・三浦さん、船橋東ロータリークラブにようこそ！女性は特に大歓迎です。これからもよろしくお願いしま

す。 鈴木　恭浩

・入会をご承認いただきありがとうございます。皆様と早く親しくなりたいです。よろしくお願いいたしま

す。 三浦　時子

・70 歳、古希の誕生祝いを頂き、今はガバナー補佐の仕事に全力投球です。来週はガバナー訪問ですので、

　ご参加ください。 岡田　敏男

・今度の前立腺手術については当クラブからお見舞いを頂き佐々木会長、遠田幹事、藤代委員長、西川さん

にお見舞いに来てくださり感謝です。無事に帰還できました。

・妻の誕生お祝と結婚記念日のお祝いを頂きました。ありがとうございました。 中村　和一



・68 歳になります。 瀧　照正

・お祝いを頂いて。 佐々木　光博

・妻の誕生祝を戴きました。ありがとうございます。 斉藤　英明

・バースデーを祝していただいて、９月６日で 69 歳、東クラブに入会して 29 年、アット言う間に過ぎてし

まいました。老化は静かに歩きましょう？ 遠田　毅

・妻の誕生日でした。 近なにも上げていないので良いものを頂きました。三浦様ようこそ当クラブにおい

でくださいました。 度会　一也

・第２分区ガバナー補佐として、第２分区６クラブの協議会を終了して、昨日ガバナーに報告書をメイルに

て送付しました。一安心です。来週の公式訪問よろしくお願いします。 岡田　敏男

・岡田会員。無事退院おめでとうございます。早く全般的に普通の生活に戻れると良いですね。山口　習明

 ・ 「りん」の原稿来週で締切ります。来週はガバナー訪問ですので、ギリギリ９月 15 日でも仕方ないかな～。

よろしく。 藤井　仁毅

次回予定

　９月８日（木）ガバナー公式訪問（船橋グランドホテル）

　第 1889 回例会　12：00　点鐘

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ９月１日　74,000 円 累計　228,000 円

９月８日（木）　ガバナー公式訪問

　　13日（火） 地区大会記念ゴルフ大会

　　15日（木）

　　22日（祝）　祝日休会（秋分の日）

　　24（土）・25（日）　地区大会

　　29（木）　　地区大会に振り替え

週報今週の担当　　　平　山

９ 月 の プ ロ グ ラ ム


