
第 1923 回例会　2017. ６. ８　晴　司会　草野会員

クラブ創立 40 周年記念式典

場所　ホテルニューオータニ幕張　２階「ラピスの間」

◎本日の出席状況

出席：33 名（32 名）中 29 名　90.62％

欠席：守屋・松本・三浦　（武市）各会員

◎ご夫人出席

岡田博子様・佐々木敦子様・遠田なほみ様・柴田ミトリ様

No. 1923・1924 合併号　　2017 年６月 22 日発行

開演前の記念撮影

お迎えの会員

http://xn--pck5a5dsddq9hc8756jt7fk94e.jp/


記念例会プログラム

船橋東ロータリークラブ創立 40 周年記念式典

第１部　記念例会 司会　　プログラム委員長　草野　宏隆

　17：00 点　鐘 会長　佐々木光博

 国歌・ロータリーソング ソングリーダー　水庫　直子

　　　　　　来賓及びお客様紹介 40 周年記念事業実行委員長　藤代清七郎

　　　　　　会長挨拶 会長　佐々木光博

　　　　　　幹事報告 幹事　遠田　　毅

　　　　　　委員会報告

　　　　　　来賓祝辞 国際ロータリー第 2790 地区副ガバナー　櫻木　英一郎様

 スポンサークラブ　船橋ロータリークラブ会長エレクト

 加登　章司様

 第２分区ガバナー補佐　岡田　敏男様

　　　　　　感謝状授与 スポンサークラブ・気仙沼南 RCSOS シート開発者・第２分区ガバナー補佐

 　　　　　　　　株式会社　青孔社

 表　　　彰　　　マルチプルフェロー・ベネファクター・ポールハリスフェロー

　　　　　　　　　　　　　　米山功労者紹介・ロータリー希望の風寄付者・皆出席者表彰　　　　　　　

 会長　佐々木　光博

 祝電披露 　プログラム委員長　草野　宏隆

17：50　点　鐘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会長　佐々木　光博

受付嬢と男士？　準備万端 大久保名誉会員と三木証券の鈴木崇　元会員

中山学園　三雲理事長・褚笑雲　元米山奨学生 全国石材業組合のドン・未来の人間国宝か？・藤井画伯



第２部　40 周年記念事業報告会 司会　40 周年記念事業実行委員長　藤代　清七郎

　18：00 ・気仙沼市へ「災害時施設状況伝達シート」通称 SOS シート贈呈報告

 ・熊本県南阿蘇村へ震災支援報告

　18：20 ご挨拶 気仙沼南 RC 会長　志和　進一様

　18：22 卓話　「気仙沼からの防災・減災システムの提案―災害時施設状況伝達横断幕　SOS シート」

 気仙沼南 RC　成田　徳雄様

第３部　記念祝宴 司会　鈴木　恭浩

　19：00 開会の辞 会長　佐々木　光博

 祝　辞 船橋市長　松戸　　徹様

　　　　　　祝　辞 パストガバナー　白鳥　政孝様

　　　　　　祝　辞 パストガバナー　森島　庸吉様

　19：15　　乾　杯 ガバナー補佐　岡田　敏男様

　20：30　 閉会の辞 会長エレクト　山﨑　新一

　　　　　 「手に手つないで」斉唱

　20：40　 終了

 

気仙沼南 RC　成田徳雄様の講演 SOS シートの活用方法と防災訓練

橋岡会員プロデュース狂言「仏師」 狂言「仏師」演者



船橋東ロータリークラブ 40 周年記念式典参加者名簿
  

「ご来賓及び参加者名簿」（敬称略）

　松戸　　徹　　船橋市長

　櫻木英一郎　　国際ロータリー第 2790 地区副ガバナー（千葉 RC）

　寺嶋　哲生　　国際ロータリー第 2790 地区ガバナーエレクト（柏 RC）

　白鳥　政孝　　国際ロータリー第 2790 地区パストガバナー（市原 RC）

　森島　庸吉　　国際ロータリー第 2790 地区パストガバナー（船橋西 RC）

　北原　　愛　　国際ロータリー第 2790 地区パストガバナー故北原敬市氏令夫人

　鮫島　敬子　　越谷ロータリークラブ会員令夫人

　藤原　孝夫　　第１分区ガバナー補佐（市川南 RC）

　岡田　敏男　　第２分区ガバナー補佐（船橋東 RC）

　志和　進一　　気仙沼南ロータリークラブ会長

　佐藤　　東　　気仙沼南ロータリークラブ幹事

　成田　徳雄　　気仙沼南ロータリークラブ副会長

　小野寺　優　　気仙沼南ロータリークラブクラブ奉仕長

　吉越　宏一　　気仙沼南ロータリークラブパスト会長

　太田　嘉正　　東京中央ロータリークラブ

　西澤　義勝　　東京中央ロータリークラブ

故　北原敬市パストガバナー息女と北原愛　様 宮坂和市名誉会員と北原愛　様

大久保忠男名誉会員と池田佐嘉衛名誉会員 白鳥パストガバナー・櫻木パストガバナー・森嶋ガバナー



　金子　研一　　東京中央ロータリークラブ

　金子　雅恵　　金子研一令夫人

　神谷　俊倫　　株式会社青孔社　代表取締役

　ナンディカ・ダイヤス　1996 ～ 1998 年度　元米山奨学生

　田村　寿代（タムラ　トシヨ）ナンディカ・ダイヤス氏令夫人

　加登　章司　　スポンサークラブ会長エレクト（船橋 RC）

　国分　裕二　　第２分区次期ガバナー補佐（船橋みなと RC）

　池田佐嘉衞　　船橋東ロータリークラブ名誉会員

　宮坂　和市　　船橋東ロータリークラブ名誉会員

　大久保忠男　　船橋東ロータリークラブ名誉会員

　鈴木　　崇　　三木証券株式会社　代表取締役

　高橋　純代　　株式会社　蕾　代表取締役

　褚　　笑雲　　2012 ～ 2013 年度　元米山奨学生

　劉　雪菲丹　　2016 ～ 2018 年度　現米山奨学生

　沼崎　聖子　　元船橋東ローターアクト会員

　岡　　直樹　　元船橋東ローターアクト会員

　川口　和子　　故川口　昌宏氏令夫人

　三雲　葉子　　学校法人　中山学園理事長

第２分区関係

　船橋 RC 栗林　琢哉　船橋ロータリークラブ幹事

 青木　忠茂　船橋ロータリークラブ SAA

 鈴木　介伸　船橋ロータリークラブ親睦委員長

 桜井　忠久　船橋ロータリークラブＲ委員長

 岩山　修久　船橋ロータリークラブ米山委員長

 秋山　　智　船橋ロータリークラブ職業奉仕委員長

　船橋西 RC 田邉　厚志　船橋西ロータリークラブ会長

 武本　浩基　船橋西ロータリークラブ幹事

 嘉規　　洋　船橋西ロータリークラブ会長エレクト

 前田　昌男　第２分区直前ガバナー補佐

 小石　裕久　船橋西ロータリークラブ会員増強委員長

 安藤　　徹　船橋西ロータリークラブ親睦副委員長

　鎌ヶ谷 RC 長濵　芳一　鎌ヶ谷ロータリークラブ会長

 石井　伸一　鎌ヶ谷ロータリークラブ会長エレクト

 星本　慎児　鎌ヶ谷ロータリークラブ幹事

　船橋南 RC 小山　英明　船橋南ロータリークラブ会長

 田中　宥祥　船橋南ロータリークラブ幹事

 堀井　正雄　船橋南ロータリークラブ会員増強活性化委員長



　船橋みなと RC 相川　泰久　船橋みなとロータリークラブ会長

 板橋　良夫　船橋みなとロータリークラブ幹事

 石井　　博　船橋みなとロータリークラブ会長エレクト

 木村　孝夫　船橋みなとロータリークラブ研修リーダー

 鈴木　　正　船橋みなとロータリークラブ会員増強委員長

 小出　　勉　船橋みなとロータリークラブ親睦委員長

佐々木 会 長

　皆さま　本日は船橋東ロータリークラブ 40 周年記念例会にご多用の中、多数ご参加頂き誠にありがとうご

ざいます。

　さて、船橋東ロータリークラブは、昭和 52 年６月７日に船橋ロータリークラブをスポンサークラブとして

誕生いたしました。

それから 40 年間多くの支援活動を繰り広げてまいりました。

　国際奉仕・社会奉仕・青少年奉仕・米山記念・ロータリー財団と現場を見ながら、何がいい支援かと汗を

かいてきたと思います。

　私は船橋東ロータリークラブの良いとこは奉仕活動の際に会員全員が参加してくれることです。これから

も船橋東ロータリークラブは多岐にわたって様々な活動を繰り広げていくと思います。

　本日は船橋東ロータリークラブにご縁のある皆様と、一緒にこの日を迎えられ、お祝いできることを大変

うれしく思います。

　船橋東ロータリークラブ会員の皆様、本日はご協力ありがとうございます。

遠 田 幹 事

１．地区フェアウエル・チャリティーパーティーのご案内（再案内）

　　青木貞雄ガバナーより、今年度を終わるにあたり、この一年間の労をねぎらうと同時にロータリー財団

100 周年記念チャリティーを兼ねたパーティーを開催いたします。是非、ご出席をお願いします、とのこ

とです。

　　日　時：６月 22 日（木）　17：30 ～

　　場　所：ホテル・ザ・マンハッタン　　登録料：11,000 円

　　締　切：５月 31 日迄　　※欠席でも連絡のこと

２．次週６月 16 日（金）はクラブ情報研修会です。

　　場　所：船蔵（織戸会員の以前　三代目前山田屋）　時　間：18：30 ～

　　入会５年未満の会員と情報委員会・会長・幹事その他ベテラン会員を含め 18 名です。

　　忘れずご参加ください。

３．全員に配布しました 2016 年手続要覧の代金未納の方は事務局迄お願いします。

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



・国内外の奉仕活動に大きな実績を遺している船橋東ロータリークラブ創立 40 周年、まことにおめでとうご

　ざいます。IM でお世話になりました。 パストガバナー　白鳥　政孝

・40 周年、まことにおめでとうございます。 気仙沼南 RC

・40 周年おめでとうございます。久しぶりに旧交を懐かしく思い出し楽しいひと時でした。ありがとうござ

　いました。 名誉会員　大久保忠男

・船橋東ロータリークラブは 2790 地区のウイサーブの先達 RC です。2002 年カンボジアに船橋東ロータリー

　小学校を建設、その後ウイサーブの活動目覚ましい。 名誉会員　宮坂　和市

・ダイアス・ナンディカさんおくさまのトシヨ様、本日この良き日にお二人とお会いできたこと、この上な

い喜びです。あなたたちのお蔭で、私はロータリーの「奉仕の心」を教えていただきました。米山奨学生

支援を今でも続けております。スリランカの経済も含めて発展して「平和」もあの当時とはくらべものに

ならない位良くなりましたね！おめでとうございます。 相澤　友夫

・祝、40 周年と誕生日祝いを頂いて、私はロータリー歴 32 年です。６月６日で「好機高齢者」：コウキコウ

　レイシャです。良き友との出会いで益々元気です。我儘なゴルファーですが、お誘いください。

  相澤　友夫

・池田先生 90 歳を超えて今でも現役のお医者さんです。宮坂さん「画伯ぶり」がますます板についていま

す。川口和子様、お会いできて嬉しいです。３人共カンボジア小学校建設の同志です。これからもご指導

のほどよろしくお願い申しあげます。 相澤　友夫

・40 周年記念式典無事完了１年間お世話様でした。ガバナー補佐も終了ダゾー。 岡田　敏男

・本日はお忙しいところ多くの皆様にお越しいただき誠にありがとうございました。船橋東 RC40 周年をご

一緒できて本当に嬉しく思います。 橋岡　佐喜男

・実行委員長並びにクラブの皆様、40 周年お疲れ様でした。35 周年の時、佐々木会長と受付したのがつい先

　日のようです。 鈴木　崇

・40 周年おめでとうございます。 高橋　純代

・皆様にお会いできて嬉しかったです。 高橋　純代

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ６月８日　43,000 円 累計　1,184,000 円

（記念事業献金・竹の子券218,000円含む）



第 1924 回例会　2017. ６.15　晴　司会　水庫会員

　ロータリーソング　「手に手つないで」

◎本日の出席状況

　出席：33 名（31 名）中　22 名　71.00％

　欠席：藤代・守屋・松本・中村・鈴木（恭）・斉藤（守）・斉藤（英・度会・瀧

◎ゲスト：NPO 法人船橋宿場町再生協議会　理事長　大木　武士様

　　　　　船橋商工会議所青年部会長　田中　直様

　　　　　映画きらきら眼鏡政策実行委員会　伊藤　授様・四方方　聡様

佐々木 会 長

　皆様、先週の 40 周年記念式典お疲れ様でした。お陰様で無事すみました。ことに幹事の遠田先生と事務局

の西川さんには大変お世話になりました。ありがとうございました。

遠 田 幹 事

１．先週のクラブ創立 40 周年記念式典、お陰様で無事盛会裏に終了いたしました。

　　皆様ご協力ありがとうございました。

２．船橋市保健所より「ダメ。ゼッタイ。」普及運動の実施について　依頼

　　「新国連薬物乱用根絶宣言：2009 ～ 2019 年」の支援事業の一環として、国連決議による「６・26 国際

麻薬乱用撲滅デー」の周知とその趣旨を市民に普及し併せて薬物乱用防止に資することを目的として「ダ

メ。ゼッタイ。」普及運動を実施しております

　　①　実施期間　平成 29 年６月 20 日～７月 19 日の１ケ月間

　　②　実施事項　地域団体キャンペーンの実施

　　　　ポスターの掲示及び一声運動

　　③　国連支援募金運動の協力

　　募金箱を設置しポスターの掲示及びパンフレットを活用しテ市民に対して協力を呼びかける。

　　募金については、期間終了後、同封の振込用紙で振り込む。

○北原　愛様より 40 周年記念式典に対して、お礼状が届いております。

会 長 挨 拶

幹 事 報 告

佐々木会長挨拶 ６月ご主人誕生　三浦会員



理事会報告（６月定例）

１．40 周年記念式典について（現況報告も含め）

　　総務委員会より

　　・現在までの招待者・第２分区関係者参加人数：総数 59 名

　　記念誌委員会より　６月６日に納入見込み（事務局へ）

　　会計より

　　・記念事業経費について　　ホテル支払い金額（部屋代が 16 万円値引き）

　　・式典慰労会：ホテルニューオータニにて開催

　　※承認

２．今年度皆出席者表彰について

　　予算：30,000 円

　　※承認

３．会長幹事への記念品について

　　※商品券３万円づつに決定

４．次年度名誉会員の確認について

　　池田佐嘉衞元会員・宮坂和市元会員・大久保忠男元会員

　　※承認

５．出席免除会員の確認

　　藤井仁毅・遠田　毅・山口習明・柴田正道・織戸　豊　各会員

　　※承認

６．武市　弘会員の退会について

　　（入会：1984 年７月　1996 ～ 1997 年度会長）　体調不良により退会の申し出がありました。

　　「クラブ慶弔慰規定第７条」により、記念品を贈ることができる

　　※退会を承認し、慶弔慰規定により記念品を贈る。記念品については「目録」にて藤井画伯の絵を贈る

　　　費用は３万円を藤井会員に支払う。佐々木会長が 40 周年記念品と共に絵も持参して選んでいただく。

　　◎名誉会員に推薦の件

　　　武市　弘会員を名誉会員に推薦することを決定。

　　※来年度からは名誉会員の枠を検討し決定することを確認した。

「地区よりの要請議案」

 １．2017 ～ 2018 年度決議審議会　クラブ提出決議案承認の件（郵送投票）

 ２．今後発刊される「手続要覧」に従前の白色ページを復活させることを検討するよう RI 理事会に要請

する件（木更津 RC 提出決議案）

　　・賛成

３．継続的なクラブ発展の機会を持てるよう、クラブの特性を生かした長期戦略（計画）委員会のクラブ　

内設置を推奨ロータリークラブ細則に明記するよう要請する件（千葉 RC 提出決議案）

　　・賛成

４．ロータリアンの道徳的指標である「四つのテスト」をすべてのクラブの例会開催時に唱和することを奨

励するよう RI 理事会に要請する件（千葉 RC 提出決議案）

　　・条件付きで賛成



５．ロータリーの基本理念である「Service」の言葉をわかりやすい英文で表し、その英文を「Service」の公

式解釈とするよう RI 理事会に要請する件（千葉 RC 提出決議案）

　　・反対

　　会長幹事署名の上

　　※以上を地区ガバナー事務所に FAX で報告した。

◎各委員会報告

　親睦委員会（草野委員長）　３つのお祝い　三浦会員の旦那様誕生日　６／ 20

　出席委員会（平山委員長）　４月の出席率　83.19％　今後 100％を目指す。

　　　　本日の卓話

　　　　　NPO 法人船橋宿場町再生協議会　大木理事長　による『きらきら眼鏡』に関する卓話

 NPO 法人船橋宿場町再生協議会　理事長　大木　武士

船橋を舞台とした劇場用映画『きらきら眼鏡』制作への協賛のお願い

　

　拝啓　時下ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。

　NPO 法人船橋宿場町再生協議会理事長の大木と申します。わたしたちは、船橋をこよなく愛する同志が集

まり、船橋がかつての宿場町のように市外からも多くの人が訪れて賑わう街へ再生し、さらに魅力にあふれ

誇れる街にしたいとの考えのもと、NPO 法人船橋宿場町再生協議会（略称、FSK）を設立しました。そし

て、船橋市生誕 100 周年にあたる 2037 年に向け、船橋市のまちづくりの推進、観光の振興、船橋市の経済の

活性化などを目的に様々な活動を行っております。

　その活動の一つとして、この度様々なご縁が結びつき、船橋を舞台にする小説『きらきら眼鏡』を映画化

するプロジェクトが誕生しました。

　原作は実存する船橋の各所が舞台となるストーリーが描かれており、人間の尊厳や人生への向き合い方を

あらためて考えさせられる素晴らしい作品です。原作者の森沢明夫氏は船橋市在住であり、森沢作品はすで

に著名な俳優が主演する映画化がされており、映画賞を受賞するほど高い評価を受けております。また森沢

氏から経験と実績を兼ね備えた信頼できる映画制作会社“株式会社ソウルエイジ”の紹介を受け、映画制作
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スタッフも大変充実しております。この映画は日本国内に留まらず世界各地の多くの方に観て頂き感動や共

感を得られるような芸術作品に仕上がると信じております。

　船橋市の今の街並みや人々の生活を後世に残すこと、船橋の魅力を再確認できることや実感できるこ

と、映画制作に広く市民が参加することで共通の思い出ができて街への愛着がさらに高まること、この作品を

鑑賞したファンが将来船橋を訪れること、などこの作品を制作し公開することは末永く船橋の魅力を高める

ことにつながり、無形の財産になることと確信しております。一人でも多くの船橋関係者にこの作品に様々

な方面から携わって頂き、オール船橋で映画制作に臨みたいと強く願っております。

　つきましては、誠に恐縮ではございますが映画制作の趣旨にご賛同を頂き、ご協賛金を賜りたくお願い申

し上げます。なお、内容につきましては別紙の通りとさせて頂きますので何卒宜しくお願いいたします。

 敬　具

・藤代 40 周年記念事業実行委員長、大役を務められ本当にご苦労様でした。内容の濃い素晴らしい記念例会

　でした。感謝！ 大家　浩明

・40 周年記念事業、式典、大成功皆様大変ご苦労様でした。 山口　習明

・先週の 40 周年記念事業の例会で、私のガバナー補佐の仕事も終了です。佐々木会長以下全会員、事務局の

　西川さんにも大変お世話になりました。今月の月信で挨拶あります。 岡田　敏男

・創立 40 周年記念例会皆様のご協力のもと成功裏に終わりました。あ・り・が・と・う！ 幹事　遠田　毅

・40 周年記念式典、盛会でおめでとうございます。北原　愛様や名誉会員３名のお顔を拝見して、クラブの

 礎となられた功績を思い涙が出ました。皆様ありがとうございました。 事務局　西川　典子

・皆様のご協力で終わりました。 佐々木　光博

・ガバナー補佐として、６月 22 日フェアウエルパーティと６月 24・25 日の会合のみとなりました。一年間

お世話様でした。 岡田　敏男

・FSK、大木理事長きらきら眼鏡の製作に向けてご苦労があり、大変とは思いますが頑張ってください。

  草野　宏隆

・こころざしの高い人には人は集まります。大木さんの歩む道は大変困難があるとは思いますが、頑張って

ください。応援したいと思います。 相澤　友夫

・大木理事長「きらきら眼鏡」映画製作へ期待します。完成したら映画を見に行きたいですね。頑張ってく

ださい。 岡田　敏男

・FSK の皆さん「船橋愛」が伝わってきました。お話伺えて良かったです。 山本　宏子

・宿場町“船橋”の再生にかける情熱一杯の大木様の卓話に感謝！ 遠田　毅

・申し訳ありません。裁判の為、早退します。船橋の映画、新聞で拝見しました。是非「ふなっしー」もチョ

　イ役で出してあげてくださいね。 大家　浩明

・大木理事長、FSK の皆さん「きらきら眼鏡」の成功をお祈りします。 織戸　豊

・「きらきら眼鏡」大成功をお祈り申し上げます。 鈴木　隆男

・ネクタイ忘れたので買っちゃいました。 鯨井　祐介

・記念のネクタイが見当たらないので買いました（買わされました？） 斉藤　守

・主人へのお祝いありがとうございました。船橋が舞台の映画わくわくしますね。 三浦　時子



今 週 の ニ コ ニ コ BOX ６月 15 日　29,000 円 累計　1,213,000 円

 （記念事業献金、たけのこ券 218,000 円含む）

６月22日（木）　各委員会報告

　　29日（木）　新旧会長幹事バッチ交換・

　　　　　　　新役員の宣誓式

７月６日（木）　会長幹事就任挨拶・三つの祝い

　　　　　　　理事会 

　　13日（木）　各委員会活動計画発表

　　20日（木）　　

　　27日（木）　　

週報今週の担当　　　山﨑・輪湖

６・７月のプログラム


