
ROTARY : MAKING A DIFFERENCE

開演前集合写真

No. 1928・1929 合併号　　2017 年７月 27 日発行

第 1928 回例会　2017. ７.15（土）　晴

　船橋市文化芸術活動支援・楽器寄贈式及び演奏会

　東部公民館４階講堂　11 時 30 分　集合

　長野親睦委員長、委員・会員の皆様、会場準備ご苦労様です。

　関係者や来場者が沢山お見えです「楽器寄贈式及び演奏会の成功」を！！

◎本日の出席状況

出席：32 名（30 名）中　16 名　53.33％

欠席：平山・伊東・松本・守屋・中村・大原・佐々木・鈴木（恭）・鈴木（隆）・斉藤（守）・斉藤（英）・

三浦・山本・瀧　　（藤井・柴田）各会員

◎メークアップ　７／ 15 ～大原・鈴木（恭）・鈴木（隆）・佐々木・瀧～７／６～理事会

船橋市文化芸術活動支援・楽器寄贈式及び演奏会

http://xn--pck5a5dsddq9hc8756jt7fk94e.jp/


開 会 挨 拶　山﨑会長

　始めに九州、福岡、大分県の豪雨により、亡くなられました方々のご冥福をお祈り申し上げます。

　お名前の誤りがございましては、大変失礼ですので、挨拶文を読ませていただきます。

　本日は船橋市文化芸術活動支援プロジェクト、開催にあたりまして、船橋市立前原小学校、合奏部顧問　

今福　充（いまふく　みつる）先生を始め、辻雅巳（つじ　まさみ）校長先生の多大なるご協力をいただき

まして、心より御礼申し上げます。

　また楽器寄贈式には、公務ご多忙の中、棚田康男（たなだ　やすお）船橋市教育委員会、学校教育部長様

に、ご臨席を賜り楽器の寄贈式ならびに、記念演奏会を開催できますことを、御礼申し上げます。

　船橋東ロータリークラブは 32 名の会員で活動しています、会員の職業は、製造業・建設業・飲食業など多

業種の経営者が多く、弁護士、歯科医師、会計士、税理士、社労士、証券会社の支店長や保険会社の支店長

が所属しています。

前原小学校演奏

特別ゲスト演奏 育委員会より感謝状

織戸クラブ奉仕統括の閉会挨拶 慰労会



　海外への奉仕活動は国際奉仕活動・青少年への支援活動は、青少年奉仕活動です。国内・地域への活動を

社会奉仕活動と呼ばれます。

　私達のクラブは創立以来、献血活動を 40 年間続けています。

　ロータリーの活動期間は７月が新年度となります。

　今年度は、長野会員が推薦され中心となって皆様の協力のもと、本日の「船橋市文化芸術活動支援プロジェ

クト」を始めとした社会奉仕活動を実施いたします。

　これからも地元、船橋の小学校・中学校の生徒・児童・市民の皆様に喜んでいただける活動を続けたいと

思います。

　前原小学校合奏部の皆様、今後もご活躍を期待しています。

　結びに本日ご来場の皆様、暑い夏が続きます、皆様のご健勝を祈念申し上げまして、ご挨拶とさせていた

だきます、本日はありがとうございます。

楽器寄贈式及び演奏会・式典プログラム

　　・開　　　　場　　司会　三須社会奉仕委員

　　・開 会 挨 拶　　船橋東ロータリークラブ　山﨑新一会長

　　・来 賓 挨 拶　　船橋市教育会学校教育部長　棚田康男　様

　　・校 長 挨 拶　　船橋市前原小学校　辻雅巳（つじまさみ）校長

　　・部活顧問挨拶　　船橋市前原小学校・合奏部顧問今福充（いまふくみつる）先生

　　・楽 器 贈 呈　　贈者：山﨑新一 RC 会長

　　　　　　　　　　　受者：船橋市教育会学校教育部長　棚田康男（メイン）

　　　　　　　　　　　　　　船橋市前原小学校　辻雅巳校長（サブ）

　　・感 　 謝 　 状　　贈者：船橋市教育会学校教育部長　棚田康男

　　　　　　　　　　　受者：　山﨑新一 RC 会長

特別ゲスト演奏 ＆ 前原小学校合奏部員による演奏

　　・司　　　　会：　船橋市前原小学校　合奏部顧問今福充先生

　　　特別ゲスト演奏　執行　恒博（ヴァイオリン）　秋元　理恵（ヴィオラ）

　　　　　特別ゲストの演奏は

　　　　　　 「ヴァイオリンとヴィオラの為の二重奏ト長調（モーツァルト）」

　　　　　　「天空の城ラピュタ」

　　　　　　「四季の曲（メドレー）」

　　　　　　アンコールを「見上げてごらん夜の星を」

 　　　前原小学校合奏部員による演奏

　　　　　 前原小学校の演奏曲は

　　　　　　『サウンド・オブ・ミュージック』より

　　　　　　「前奏曲～サウンド・オブ・ミュージック（マリア）」で始まり、「ドレミのうた」

　　・閉 会 の 言 葉　　織戸　豊奉仕統括委員長



第 1929 回例会　2017. ７.20　晴　司会　水庫会員

　ロータリーソング　「それでこそロータリー」・「４つのテスト」

◎本日の出席状況

　出席：32 名（31 名）中　21 名　67.74％

　欠席：相澤・伊東・平山・大原・松本・守屋・三浦・中村・長野・輪湖　各会員

◎ゲスト　ちば MD エコネット　ひなたぼっこ代表　山田晴子様・山田晶生様

　　　　　京葉まちかど法律事務所研修生　児玉祐一様

山 﨑  会 長

　７月 15 日（土）東部公民館講堂にて開催いたしました、「船橋市文化芸術活動支援・楽器寄贈式及び演奏

会」では、長野社会奉仕委員長、委員の皆様、会員の皆様のご協力により成功裏に終了いたしました。改め

て感謝申し上げます。

　本日は NPO 法人　ちば MD エコネット理事長山田様をお迎えいたしております、後ほどご挨拶とご案内

を頂戴したいと思います。

　今年度の活動報告を各委員長に発表していただきますので、どうぞ宜しくお願いします。

瀧 幹 事

１．地区会員増強・退会防止セミナーのお知らせ

　　日　　　時：８月 26 日（土）　受付：13：30　点鐘：14：00　閉会：17：00

　　場　　　所：TKP ガーデンシティ千葉（カンデオンホルズ千葉内）

　　　　　　　　千葉市中央区問屋町１－ 45　電話 043 － 302 － 1721

　　参加対象者：山﨑会長・瀧幹事・岡田会員増強活性化統括委員長

　　登　録　料：無料　　締　切：７月 30 日　WEB 登録

２．地区米山奨学会委員長セミナーのお知らせ

　　日　時：８月 26 日（土）　受付：13：00　点鐘：13：30　　閉会：16：30

　　場　所：千葉商工会議所大ホール　千葉市中央区中央２－５－１　千葉中央ツインビル２号館

　　　　　　◎駐車場が余り確保できないので、公共交通機関を利用してください。

　　参加者：相澤クラブ米山委員長　

　　登録料：１クラブ 1,000 円（当日集金）

３．千葉北ロータリークラブ創立 20 周年記念事業のご案内

　　※記念事業として「生涯ドライバーを目指して」５つのプログラムを用意しました。

　　①　運転技量を確認の為サーキット走行体験

　　②　安全運転の指導講習

　　③　最新の車に搭載された安全運転システムの実車体験

　　④　ロータリー希望の風奨学金への寄付

　　⑤　交通遺児育英会への寄付

　　日　時：11 月８日（水）時間：受付：８：00　開会：８：30　終了予定：15：00

　　会　場：袖ヶ浦フォレストレースウエイ

　　登録料：無料　

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



　　走行体験：15,000 円（20 分）程度

　　第１次締切：７月 31 日

４．第２分区会長幹事会の議事録（抜粋）

　　○第２分区情報研修会（全員登録）

　　　日　時：９月 19 日（火）14：00 ～　場　所：船橋東魁楼

　　　登録料：未定

　　　テーマ「我がクラブの奉仕活動」　発表者：

　　○第２分区分担金は今年度現時点では徴収しない　

　　　前年度ホストクラブ、船橋東 RC よりの繰越金：420,808 円

　　○次年度ガバナー補佐選出は船橋南 RC　田中一邦様

　　○今年度財団補助金を申請しないクラブは鎌ヶ谷 RC・船橋西 RC

　　○その他：補佐訪問の時のニコニコ BOX は 5,000 円　補佐幹事は 2,000 円

　　　　　　　今年度周年記念式は船橋西 RC50 周年、船橋みなと RC25 周年

５．船橋みなと RC　創立 25 周年記念チャリティーゴルフコンペのお知らせ

　　日　　時：９月 13 日（水）

　　場　　所：大栄カントリークラブ

　　　　　　　千葉県成田市横山 638　電話：0476 － 73 － 5522

　　参 加 費：6,000 円　　プレー費：各自清算

　　競技方法：ペリアハンデ戦

　　表 彰 式：プレー終了後同会場にて

　　◎参加希望者は瀧幹事迄

６．青木　貞雄直前ガバナーより任期満了に伴うお礼状が来ております。（回覧）

７．６月末日に寄付しました「ダメ　ゼッテイ」の領収書が届いております（回覧）

８．第 51 回インターアクト年次大会のお知らせ

　　日　時：８月 26 日（土）　開会：10：00　終了：15：30

　　場　所：市原市管廊会館３Ｆ多目的ホール　市原市更級５－１－ 18

　　登録料：インターアクター・教師・高校生：1,000 円　ロ－タリアン・一般：2,000 円

　　締　切：８月７日（月）迄

９．次週７月 27 日（木）の例会は前年度会長幹事慰労夜間例会です。

　　場　所：北習志野「魚つぐ」

　　　　　　船橋市習志野台３－ 17 －７　　電話 047 － 461 － 6161

　　時　間：受付：18：00　　点　鐘：18：30　　会　費：5,000 円

　◎本日登録料の集金をしております。ご協力ください。



NPO 法人ちば MD エコネット

　理事長　山田　晴子　様

　　　　　山田　晶生　様　

　15 年前に、船橋市本町にコミュニティカフェひなたぼっこ

という喫茶店を開き、知的障害のある人もない人も共に働く

カフェとしてスタートしました。現在は船橋市から福祉の助

成を受け、地域活動支援センターとして運営しております。

　思い返しますと 2005 年、ロータリークラブ 100 周年記念の年に、船橋東ロータリークラブのお力で、チャ

リティーコンサートを開いていただきました。会場のきららホールいっぱいのお客様の前で、ひなたぼっこ

で働く知的障害の若者たちが音楽を演奏し、またリレートークにそれぞれの個性を発揮したことを、昨日の

ことのように思い出します。その節はありがとうございました。

　おかげをもちまして、ひなたぼっこは 15 周年を迎えることができました。そこで９月２日（土）に船橋市

中央公民館６階講堂にて、『感謝のつどい～になたぼっこ 15 周年記念～』の開催を予定しております。

　お時間が許せれば、ぜひおいでいただきたくご案内申し上げます。

　ちば MD エコネットのこれまでの歩みを写真で紹介しながら、知的障害のある若者たちの、おひさまバン

ドの演奏、フラメンコショー、大道芸（ジャグリング）なども楽しんでいただければ幸いでございます。

　皆様のおいでをお待ち申し上げます。

本日の卓話　　委員会活動計画発表

・ちば MD エコネット山田様・あきら君、ドラム演奏楽しみにしております。 山﨑　新一

・会員増強統括を１年間やりますが、１人１人が増強委員長です。１年間休みたかったのですが・・

  岡田　敏男

・山田様、本日はようこそ船橋東ロータリークラブへお越しくださいました。資料と共にお話しいただき深

く感謝いたします。 橋岡　佐喜男

・40 周年記念式典アルバムを頂いて。 山口　習明

・暑い日が続きます。皆さんお身体を大切に。40 周年式典アルバムありがとうございました。 織戸　豊

・40 周年記念式典アルバムの DVD ありがとうございました。再生装置を買わなくちゃ！ 遠田　毅

・40 周年式典のアルバム CD 楽しみに見させていただきます。ありがとうございます。 鯨井　祐介

・40 周年のデーター頂きました。 斉藤　守

・40 周年記念式典アルバム、ありがとうございました。この日は久々にプロのヘアメークをして張り切って

行ったのですが・・ 水庫　直子

・40 周年記念式典アルバムありがとうございました。 瀧　照正

・40 周年記念式典アルバムをありがとうございました。 大家　浩明

・ひなたぼっこ 15 周年記念おめでとうございます。 山口　習明

・エコネットは千葉県の中で最も頼りがいのある相談先です。私も個人的にお力添えを頂いたことがありま

す。ありがとうございました。 山本　宏子



・山田さん、あきら君、本日は暑い中おいでくださりありがとうございます。９月２日の成功を願っていま

す。ロータリアンの皆様ご参加をお願いします。 織戸　豊

・ちば MD エコネットの山田様ようこそ！アキラさんのドラムを聴いてからもう 12 年も経ったんですね。

懐かしく思い出しました。 遠田　毅

・千葉 MD エコネットの山田さん、お久しぶりです。元気に頑張っておられるようす、時々見受けていま

す。ありがとうございます。 斉藤　守

・斉藤守会員のコンペ参加させていただきありがとうございました。メロンと卵を頂き、夏バテ防止を乗り

越えます。 度会　一也

・前原小学校に行けずにすいません。 佐々木　光博

・前原小学校合奏部支援演奏会、ご苦労様でした。出席できずにすいませんでした。 鈴木　隆男

・山﨑・瀧丸に乗り遅れて、２週目でやっと追いつきました。前年度皆出席を頂きましたので、早く後れを

取り戻します。 鈴木　恭浩

・妻、博子の誕生祝を頂いて感謝しております。７月 20 日は誕生日でした。 岡田　博子

次回予定

　第 1930 回　例会　前年度会長幹事慰労夜間例会

　７月 27 日（木）　時間：集合 18：00　　18：30　点鐘

　場所：北習志野「魚つぐ」

　会費：会員・家族　5,000 円　クラブ負担：3,000 円

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ７月 20 日　24,000 円 累計　70,000 円

７月27日（木）　前年度会長幹事慰労夜間例会

８月３日（木）　クラブ協議会　理事会

　　　　　　　三つのお祝い　会員スピーチ

　　　　　　　第１回ガバナー補佐訪問

　　10日（木)　ガバナー公式訪問

　　17日（木）　お盆休み

　　　　　　　（定款第8条第1節により休会）

週報今週の担当　　山﨑・鈴木（隆）

７・８月のプログラム


