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◎本日の出席状況

出席：31 名（26 名）中　12 名　46.16％
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大家（藤井・織戸・柴田・遠田・山口）各会員

◎メークアップ

９／ 14 ～大原～８／ 29 ～船橋みなと RC　長野～９／２～ひなたぼっこコンサート

９／ 19 ～大原・平山～９／ 13 ～みなと RC ゴルフコンペ

中村・鈴木（恭）～理事会

当クラブ発表者 社会奉仕委員長：長野会員
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山﨑会長

　本日は、2017 ～ 2018 年度　第２分区情報研究会です。

　例年ですとクラブ入会歴５年未満の会員向けのプラグラムとなっていますが、今年度は地区奉仕プロジェ

クト委員会の石井弘統括委員長を始め各地区奉仕委員長をゲストに迎え、第２分区、各クラブの社会奉仕活

動「我がクラブの奉仕活動」報告がされました。

　船橋東ロータリークラブは７月 15 日（土）東部公民館で開催をしました、船橋市文化芸術活動支援「楽器

寄贈式及び記念講演」活動を発表しました。

　発表者の長野社会奉仕委員長は、前原小学校合奏部の活動やコンクールの受賞歴、部員の増加・楽器の不

足等現況を詳細に話され、支援へ至る経過を説明しました。

　また教育委員会より感謝状を授与され有意義な活動であった旨、今年度の社会奉仕活動の報告ができまし

た。

　地区奉仕プロジェクト統括委員会活動計画について

　１）　情報研修会での PR 活動

　　　  職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕活動の啓蒙活動

　　　  寺嶋年度　年次寄付啓蒙活動

　　　  橋岡年度　地区補助金の周知と有効活用の推進

　２）　国際大会の PR

　３）　卓話随時受付実施

2017 ～ 18 年度　第２分区情報研究会

　―　プログラム　―

　　　　13：30　　受付開始 司会　木村孝夫　（補佐幹事）　　　

　　　　14：00　　点　鐘 ガバナー補佐　国分裕二　　　

　　　　　　　　　国歌斉唱・ロータリーソング斉唱

　　　　　　　　　「奉仕の理想」ソングリーダー 船橋みなと RC　　　

　　　　　　　　　お客様紹介 木村補佐幹事　　　

　　　　　　　　　　地区奉仕プロジェクト委員長 石井　弘　様　　　

　　　　　　　　　　地区社会奉仕委員長

　　　　　　　　　　地区国際委員長

　　　　　　　　　　地区職業奉仕委員長

　　　　14：15　　ガバナー補佐挨拶 ガバナー補佐　　国分裕二　　　

　　　　　　　　　各クラブ会長紹介 〃　　　　　　〃　 　　　

　　　　　　　　　ホストクラブ会長挨拶 船橋みなと RC　石井　博　　　

　　　　14：40　　地区内クラブでの主な奉仕活動について 地区奉仕プロジェクト委員長　石井　弘

会 長 挨 拶



　　　　15：00　　各クラブ発表　テーマ『我がクラブの奉仕活動！』

　　　　　　　　　　１．船橋ロータリークラブ　　　　［ 廣田健治会員、狩野文夫会員 ］ 15 分　　　

　　　　　　　　　　２．船橋西ロータリークラブ　　　［ 安岡聖剛会長エレクト ］ 10 分　　　

　　　　　　　　　　３．鎌ヶ谷ロータリークラブ　　　［ 服部裕介　会長エレクト ］  10 分　　　

　　―・―　コーヒーブレイク　―・―

　　　　　　　　　　４．船橋東ロータリークラブ　　　［長野春信　社会奉仕委員長］ 15 分　　　

　　　　　　　　　　５．船橋南ロータリークラブ　　　［田中宥祥奉仕プロジェクト委員長］ 10 分　　　

　　　　　　　　　　６．船橋みなとロータリークラブ　［西方明　社会奉仕委員長 ］ 15 分　　　

　　　　16：20　　講　評 ガバナー補佐　国分裕二　　　

　　　　　　　　　総　評 地区社会奉仕委員長　　　

 地区国際委員長　　　

　 地区職業奉仕委員長　　　

　　　　16：50　　閉会の点鐘 ガバナー補佐　国分裕二 　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　――　懇　親　会　――  司会　鈴木　正　　　

　　　　17：00 ～ 　乾杯 次年度ホストクラブ船橋南 RC　川島秀文会長　　　

　　　　18：30 　　終了

各クラブ発表　　　　　　テーマ「我がクラブの奉仕活動！」 発表者　長野春信

　みなさんこんにちは。船橋東ロータリークラブ　本年度社会奉仕委員長をさせて頂いている長野春信と申

します。本日は、７月 15 日（土）にロータリークラブの社会奉仕活動として「船橋市文化芸術活動支援」と

題しまして、楽器寄贈式＆記念演奏会を開催いたしましたので、私からはそのご報告と事業の内容について

ご説明をさせて頂きたいと思います。

　この開催を考えるに至ったのは、地元小学校を支える地域の声から始まりました。

　船橋市立前原小学校は、昔をさかのぼりますと合奏の名門校です。

　昭和 31 年の開校以来、

　昭和 44 年 TBS こども音楽コンクール合奏の部・重奏の部全国第１位

　昭和 45 年 音楽クラブ文部大臣表彰

　昭和 46 年 TBS こども音楽コンクール合奏の部・重奏の部全国第１位

　昭和 47 年 TBS こども音楽コンクール合奏の部全国第１位

　昭和 48 年 TBS こども音楽コンクール合奏の部・重奏の部全国第１位、文部大臣奨励賞

　昭和 49 年 TBS こども音楽コンクール合奏の部全国第１位

　昭和 50 年 TBS こども音楽コンクール重奏の部全国第１位、文部大臣奨励賞、

　  全国合奏コンクール第１位、内閣総理大臣賞

　昭和 51 年 全国合奏コンクール第２位、TBS こども音楽コンクール　東日本大会優秀賞

　昭和 52 年 TBS こども音楽コンクール東日本大会優秀賞、

　昭和 56 年 創立 25 周年　TBS 合奏コンクール東日本大会優秀賞

　昭和 57 年 TBS こども音楽コンクール優秀賞

　昭和 59 年 TBS こども音楽コンクール優秀賞

　昭和 61 年 創立 30 周年　TBS 合奏コンクール東日本大会優秀賞



　平成２年 TBS こども音楽コンクール優秀賞

　平成４年 TBS こども音楽コンクール優秀賞

　平成６年 TBS こども音楽コンクール優秀賞

　を 後に、名門合奏部の姿はなくなりました。やはり船橋市全体がこういった合奏、合唱に対して力を入

れてきたということもあり、なかなか出場はするものの賞までは行きつかない。そのような厳しい時代が続

いたわけであります。その間、PTA や保護者の間でも「いつかはまた、名門前原小学校合奏部の復活を信じ

て、練習を重ねてきたわけであります。練習するだけでなく、地域が合奏会の催しをしたりと発表する場を

設けて頂いております。例えば、毎年 10 月に行われる敬老会から呼ばれて演奏を披露する、また、船橋市の

各地区ごとにある「青少年の環境を良くする市民の会」が毎年１回、地域の方を御招きして定期演奏会を開

催するなど、地域の協力をいただきながら演奏する機会を増やし力をつけていっております。

　合奏はとにかくお金がかかりますし、また会場への移動なども、数台の車が無ければ、移動すらできない、

だからこそ、保護者の力がとても必要です。合奏部の保護者の方は子どもたちに少しでもいい楽器で演奏し

てもらいたいからと、津田沼ふれあい夏祭りに屋台を出して収入を得て、それを合奏部のために使います。

　そういった長年の、積み重なった努力が遂に芽をだしたのが、平成 27 年 10 月の第４回日本学校合奏コン

クール千葉県大会　銀賞受賞、続く 28 年１月第 15 回千葉県管弦楽コンペティション金賞かつ 優秀賞、翌

29 年１月には同大会で金賞を受賞するに至りました。

　それはそれは地域の喜びといったらすごい、20 年間待ったわけですから、湧き上がるものがあったわけで

す。

　私はちょうどこの時期 PTA 会長をやっていましたので、子供たちがどれだけ練習してきたかを目の当たり

にしています。朝は７時から朝レン、夜も遅くまで、土日も練習で休みはほとんどありません。大人だって

なんだかかわいそうと思えてしまうほど練習をしていました。ただ、子ども達は目標にむかって楽しんでい

ましたし、それを引っ張って、目標を達成する楽しさを子供たちにわからせる指導者にも恵まれたのだと思

います。 近は厳しいから部活はやめちゃうという子どもが多い中、おそらく誰一人として退部者はなかっ

たと思いますし、厳しい中にある楽しさを見つけることができた人間は一生強いじゃないですか。こういっ

た子供たちを地域が理解して応援していたわけです。

　29 年度４月はその実績もあり、入部数が急増し、60 名となりました。これでは楽器が全然足りないといゆ

うことになり、船橋東ロータリークラブにお願いをいたしまして楽器を寄贈するという奉仕に繋がったわけ

でございます。

　それでは具体的な当方の動きについてご説明をさせて頂きたいと思います。

　開催にあたり一番問題だったのが、開催日です。この学校は PTA の活動も盛んですし、それぞれ地域に

根付いて、地域の盆踊りや子供会、クリスマス会、バザーやキャンプなどがありますので、保護者も結構地

域活動に忙しい１年間を過ごしていると思います。また野外は楽器によくないので、会場選びも限界があり

ます。

　これは船橋市が習志野市のようなコンサートホールがないわけでありまして、東部公民館建は近い将来て

替えをしますが、その際、音響施設の整った音楽ホールを併設するこという話もあります。やはり練習の成

果をみんなに聞いてもらえるホール、そして地域に根差して、近くにあるホールが絶対に必要です。（藤代議

員、浅野議員）など多くの議員の方もいらしていますので、このことを強くお願いをしたいと思います。

　そんなこんなでようやく７／ 15 に決まったのですが、当日はある地域で盆踊り大会がありまして、その一



部の方たちは見に来たかったのに見に行けなかった。という方もおりましたが、この日を逃しますと、来週

は先ほども話に出ましたが合奏部がお金をかせぐ「ふれあい夏祭り」もありましたので、この日以外にはな

いということで、RC の新年度早々ではありましたが、実施をさせて頂いたわけであります。

　それでは実際の式典について特にお話をさせて頂きたい点について触れたいと思います。

　まずは本会があることの周知方法についてですが

　A2 のポスター 50 枚　A4 が 2000 枚を用意、配布先は、前原小学校の全児童 850 名、前原商店会の理事会

にて 100 枚、近隣保育園（たちばな保育園、前原ひまわり保育園）に約 300 枚。前原エリアの各町会長、前

原エリアは前原自治連合協議会というのがあるのですが。そこの 20 町会のうち、前原小学校に関係のある町

会、ならびにその町会の老人会の代表者、こども会の代表者に対して、案内状を配布しました。また、前原

小学校の通学路に毎朝立っていただき、子どもの安全を守っていただいているスクールガードの方々、調べ

上げまして漏れがないようにご案内状を配布させていただきました。

　ポスター 50 枚については、各町会７～８ヶ所ほど掲示板をお持ちでしたので、各町会の掲示板に町会の了

解を得たうえで、貼らせていただきました。

　そして A4 のチラシには予約フォームという形で、事前に申し込んでいただくこともできるように裏面に

住所、お名前を記載いただいて FAX を送っていただけるようにしました。この予約 FAX でおおよそ 30 名

位の方が事前予約を申し込まれました。この事前予約を申し込まれた方は、後ほどの説明にもでてきますが、

優先席として前方の席をご用意して、当日ご参加の方々と差を設けさせていただくというメリットをつけた

のが特徴の一つです。

　続きまして、受付の準備ですが、受付は先ほど説明させて頂きました、「事前受付」の方、とご老人や障害

をお持ちの方の受付　ということで「要支援者・障害者」の方、２つの受付をご用意させていただきました。

事前予約の方は、ここで参加の有無をチェックさせていただき、ロータリークラブのメンバーが席までアテ

ンドさせていただく形をとりました。「要支援者・障害者」の受付を設けましたのは、健常者であろうと障害

者であろうと、地域で平等に暮らすというコンセプトのもと、このような場だって障害者がくるんだよ、っ

ていう、それは至極当たり前のことなんだよ、ということを委員長として来場者の健常者に訴えたかったか

らです。

　現実には障害をお持ちの方はお越しにはならなかったですが、中に、目が見えないけど音楽は好きという

方でも楽しめるしつらえというものも今後は考えたいなと、このような受付は今後もロータリーとしては必

要ではないかなと思った次第です。

　当日の来場者は受付を通る必要はありませんので、そのまま会場に入りますが、入り口にてメンバーが待

機し、お入りになる方々へ、私たちロータリークラブがいままでどのような奉仕活動をしてきたかをＡ４　

５枚裏表のカラーでご用意したものをクリアファイルにいれ、御一人お一人にお渡しいたしました。

　前原地区の町会長さん、スクールガードさんなど案内状を出した方々は６割くらいこられたんじゃないか

なと思います。結果的に椅子は 220 席ほど用意させていただきましたが、ほぼ満席という状態で、大変盛況

だったと思います。満席の会場において、我が RC 山崎会長よりロータリークラブとはどういった団体なの

か、知らない方もたくさんいらっしゃいますので、事前にお配りした資料を見ながらその説明ができたのは

大変意義があったものと思います。



　寄贈品はコントラバスと、バイオリンで計 52 万円相当。当日は、前原小学校の校長先生、船橋市教育委員

会、学校教育部長にお越し頂き、目録贈呈をし、反対に、教育委員会より感謝状をいただく式を執り行いま

した。

　司会は我がロータリーが誇る三須会員。彼は素敵なしつらえを提供する葬儀屋を営んでいますので、司会

にはぴったりなのですが、湿っぽくならないようにと気を使っていただきまして、すばらしい司会でした。

　演奏が始まる際には、マイクを前原小学校の合奏部顧問にお渡しし、その先を仕切っていただきました。

合奏部顧問は厳しい先生ですが、生徒がしっかり鍛えられているなというのが分かる、礼儀正しく姿勢が正

しく、演奏をきいて納得したものでした。

　 初は特別ゲストとして我がロータリークラブより現在、東京ニューシティー管弦楽団コンサートマス

ターを務めるバイオリンの「しこう」さんと、ベルリンフィル、ウィーンフィルのメンバーとしてご活躍の

ヴィオラの「秋元さん」、この方たちは夫婦なのですが、その演奏を聞いたのち、子どもたちからのお礼の演

奏を聞かせて頂きました。

　 後は、クラブ奉仕統括委員長より、ご来場者の皆様へ、そして前原小学校合奏部の皆さんへ御礼のご挨

拶をさせていただき閉会となりました。

　反対にこうしたらよかったな！と思う反省点ですが、あとから来場者の方から言われたのですが、贈呈し

た楽器本体を、皆の目に留まるように、入り口付近に置くとか、演奏中、皆の目に留まるところに飾るとか

すればよかったなと思いました。楽器そのものは、会場においてあったのですが、素人が出したり、ひっこ

めたりしてなんか傷ついたりすることを気にしてしまったこともあり、おきっぱなしにしてしまいました。

今思えば反省点でした。

　あとは、合奏部の先生もとにかく忙しく、打ち合わせは全てメールでやりましたので、直接この件で時間

をとって顔合わせてお話をしませんでした。なので、子ども達の演奏、特別ゲスト演奏後の「アンコール！」

をメンバーに伝え忘れてしまったこともあり、NO アンコールですべて終了してしまったのが寂しかったか

な。と思いました。

　また終了時間も正確には決まっておらず、その場の流れに任せるということでしたが、私がメンバーに伝

え忘れてしまい、司会が休憩中にすべてが終了してしまったというアクシデントもありました。しかしそこ

はさすが山﨑会長、瞬時に取りなしていただきまして、 後のお言葉をいただき無事終わりました。

　お客様が退場されている真っ 中に、司会が帰ってきて、目をまんまるくしていた姿がとても印象的でし

た。

　 後になりますが、本事業にご参加いただいた船橋東 RC のメンバーをはじめ、駆けつけていただきまし

た国分ガバナー補佐をはじめ他の RC メンバーの皆様に改めて御礼を申し上げたいと思います。

　そして、不慮の事故でお亡くなりになりましたが、船橋東ロータリークラブの「橋岡佐喜男」会員が一番

の笑顔で、率先して当日お手伝い頂いたことが、今も忘れられませんし、お手伝い頂きました皆さんもその

ように感じていたのだろうと思います。

　そのことをお伝えしまして、船橋東ロータリークラブの社会奉仕活動としての「船橋市文化芸術活動支援」

のご説明とご報告を終わらせていただきます。

　どうもありがとうございました。



第 1938 回例会　2017. ９.28　晴　司会　鈴木（隆）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：31 名（28 名）中　12 名　42.90％

　欠席：佐々木・三浦・大原・伊東・守屋・松本・鯨井・三須・平山・岡田・相澤・輪湖・斉藤（守）・

　　　　斉藤（英）・長野・鈴木（恭）各会員

◎ゲスト：第２分区ガバナー補佐　　　国分　裕二様

　　　　　　　　　　　〃　補佐幹事　鈴木　　正様

◎ビジター：船橋西 RC　山﨑　真弓様

◎メークアップ：９／ 28 ～大原～９／ 25 ～米山Ｅクラブ　相澤～９／２～ひなたぼっこ

　　　　　　　　鈴木（恭）～理事会

山﨑会長

　第２分区国分ガバナー補佐・鈴木正補佐幹事第２回クラブ訪問ありがとうございます。後ほど、お二人に

は卓話をお願致します。

　今日の会長挨拶のワードは「女性と希望です」

　９月 26 日千葉日報に“バスケ少女”チーム運営と掲載されていました、プロバスケットボールＢリーグ

チーム「千葉ジェッツ船橋」の社長になった石井理恵さん（31 才）はリーグ初の女性代表取締役として、各

方面で注目されています。

　2790 地区でも、昨日 2020 ～ 2021 年度のガバナーとして、勝浦 RC　漆原摂子（うるしばらせつこ）52 才

会員が選出されました。

　女性ガバナーとしてご活躍を期待しますが、ロータリー入会歴が 10 年です。

　所属クラブや地区クラブの合意形成が出来た事に優秀な人物であろうと推察致します。

　本日お見えの鈴木正補佐幹事は、震災当時のガバナー補佐でしたので、「ロータリー希望の風」についてお

話を頂きます。

　船橋東クラブも創立 41 年を迎え、次年度は水庫会長年度です、当クラブの初めての女性会長です。

　水庫エレクトにエールを送って本日の会長挨拶とさせていただきます。

会 長 挨 拶

国分ガバナー補佐挨拶 山﨑会長挨拶田中ガバナー補佐幹事挨拶



瀧幹事

１．10 月のロータリーレートは１ドル 112 円となります。

２．ガバナーノミニー・デジグ ネート（2020 ～ 21 年度）ガバナーの公表

　　氏　名：漆原　摂子（うるしばら　せつこ）君

　　生年月日：1964 年（昭和 39 年）12 月 13 日　出身地：東京都

　　所属 RC：勝浦 RC　　職業分類：ホテル

３．第 2790 地区野球リーグマリン大会のお知らせ

　　日　時：10 月 26 日（木）　観覧のみ：11：00　　プレー者集合：16：00　　第四試合開始：17：00

　　場　所：ZOZO マリンスタジアム

　　登録料：5,000 円（オールロタリアンズ参加会員）当日集金

　　締　切：10 月 15 日必着

４．財団メジャードナー顕彰午餐会のお知らせ

　　日　時：11 月 21 日（火）登録：９：30 ～ 10：00　写真撮影：10：30 ～ 11：15

　　　　　　午餐会：11：15 ～ 14：00

　　場　所：グランドニッコー東京台場　東京都港区台場２－６－１

　　会　場：パレロウィヤル CD　登録期限：10 月 25 日迄　　登録料：10,000 円

　　※クラブ該当者：相澤会員・山口会員

５．９月 15 日、山口習明会員が「ロータリー希望の風奨学金」に 10 万円の寄付をされました。

　　今回で４回目です。

６．「ひがふなフェスタ 2017」についてご参加の案内　（当クラブ協賛）

　　日　時：10 月１日（日）　10：00 ～ 16：00 予定

　　場　所：JR 東船橋駅南口ロータリー

　　開催目的：１．防犯・防災に強い街づくり

　　　　　　　２．子供たちの未来のために

　　※さまざまなイベントが予定されております。将来クラブ献血活動会場として協力をお願いしておりま

　　　す。

７．第６回日台ロータリー親善会議のお知らせ

　　日　時　2018 年３月１日（木）　２日目：３月２日（金）観光Ａ・Ｂ

　　会　場：台湾高雄市　漢来大飯店９Ｆ　登録料：会員 15,000 円　家族 10,000 円

　　※回覧資料をご覧の上参加希望者は事務局迄

８．今週、来週で親睦旅行代金の集金を行います。よろしくお願いいたします。

幹 事 報 告



　　　 本日の卓話

　　　　ガバナー補佐挨拶 第２分区ガバナー補佐　国分　裕二（船橋みなと RC）様　

　船橋東クラブの皆様こんにちは。

　本日はガバナー補佐の定期訪問として第２回目になります。どうぞよろしくお願いいたします。

　先ずは、先日 13 日の船橋みなとクラブ 25 周年記念チャリティーゴルフコンペに大変ご協力を賜りありが

とうございました。

　貴クラブをはじめとして、分区の皆様に多数ご参加いただき盛況の中無事に終了いたしたことを、みなと

ロータリークラブの実行委員としてご報告させていただきます。

　当日は前日の雨にもかかわらず、晴天に恵まれご参加いた皆様におかれましてはとても楽しんでいただけ

たように思います。

　当日私は実行委員として、４番ショートホールでゲストとしてお招きしました日陰温子プロとのニアピン

ゲームのお手伝い係りとして終日詰めておりました。

　その結果、とても天気が良かったもので、プレーヤーの皆様より見事に日焼けしてしまったものでした。

パーティーにもほとんどの方がご参加いたき、主催者にとりましてこの上ない喜びでありました。

　そして、その５日後にはガバナー補佐としての初の大仕事となります、第２分区の情報研究会が開催され

ました。

　今年度の情報研究会は、あえて全員参加をお願いいたしました。

　これは私がこの情報研究会開催にあたり、従来第２分区では５年未満のロ－タリアンにスポットを当てた

企画が多かったように思います。

　それはそれで良かったのですが、ともするとベテランロータリアンの興味が少々薄れつつあったように思

います。

　実は私もその１人でしたので、分区の皆様全員が少しでも興味を持って頂ける企画でなければと思い今回

のテーマといたしました。

　第２分区の仲間が一同に介して親睦を図れるのはこの情報研究会とインターシティミーティングの２回し

か年間ではありません。

　だからこそ、皆様全員と共通の課題をシェアし、そして懇親会にて親睦を深めたいと思ったのです。

　この結果多くの仲間が集まってくださり、又懇親会にも多数ご参加いただきまして楽しいひと時を過ごす

ことができました。

　本日はそのご報告と多大なご協力を賜りました事に感謝いたしますと共に、お礼を申し上げる次第であり

ます。

　今後も地区大会はじめ、様々なイベントが続きますが引き続き、第２分区の皆様、そして貴クラブの皆様

のお力添えをお願いいたし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した。



　　　ガバナー補佐幹事挨拶 第２分区ガバナー補佐幹事　鈴木　正様　

　本日は、国分ガバナー補佐の貴クラブ訪問に同行させていただきましたところ、お時間をいただき有難う

ございます。また先日行われました、みなとロータリークラブの 25 周年チャリティゴルフに多数の方々に参

加いただきましたことを、心より感謝申し上げます。

　このチャリティゴルフの益金は、みなとクラブからの拠出金と合わせて、ロータリー「希望の風奨学金」

に寄付させていただくことになっております。

　ご存知の方も多いと思いますが、私の知っている中で「希望の風奨学金」についてお話しさせていただき

ます。

　2011 年３月 11 日、東日本大震災が東北地方を襲いました。船橋においても震度５弱という今までに体験

したことがないものでした。その後テレビでは信じられない光景が次々と映し出されました。ロータリーで

は早速義捐金を募りました。貴クラブにおかれましても、大変な行動力をもって支援なされたのは皆が知る

ところであります。

　34 地区あるガバナー会において、なかなか義捐金を役立たせることがなかったため、10 数地区がもっと早

く義捐金を有効活用しようと始まったのが、「希望の風奨学金」というプログラムです。このプログラムは、

震災によって両親又は片親を亡くし大学や専門学校に進学することが経済的に諦めなければならない、そん

な子供たちに後押しするそよ風のような支援をしようというのが、「希望の風奨学金」です。この立ち上げ

に大きく尽力されたのが 2790 地区パストガバナーの故織田さんだと聞いています。震災のあった７月に私

はガバナー補佐を務めさせていただくことになりました。しかしながら「希望の風」についてはあまり周知

されてないと感じ、もっとアピールすることをガバナー補佐会議にお願いしたところ、早速動いてくれまし

た。第２分区の会長・幹事会からも、寄付をさせていただきました。みなとクラブも少額ながら毎年支援を

させていただいています。

　一人月に５万円、年間 60 万円の返金不要の奨学金ではありますが、どれだけの子供たちが救われたでしょ

う。寄付の方法を聞くために事務局に電話したところ、女性が電話口にでました。お話をしているうちにそ

の受付の女性は織田パストガバナーの奥様でいらっしゃることが解り、びっくりしました。事務費を使うこ

となく、奥様ご自身で電話番をしているのだそうです。

　「大変ですね。」と申し上げたところ「寄付の申し出や、子供たちからのお礼や喜ぶ声で毎日が感動の嵐で

す。」とおっしゃいました。

　この寄付金は税制の優遇はありません。また、震災から６年半が経過し、熊本地震等の災害もあり、関心

が薄れてきた感があります。然しながらこの奨学金を必要とする人はまだいるわけですが、財源が不足して

きているのも否定できません。志半ばでお亡くなりになった織田パストガバナーですが、2790 地区で後押し

していきたいものですね。

スピーチ　　　船橋西 RC　山﨑真弓様



・第２分区ガバナー補佐　国分裕二様より

・第２分区ガバナー補佐幹事　鈴木正様より

・第２分区国分ガバナー補佐、鈴木正補佐幹事、クラブ訪問ご苦労様です。船橋西 RC 山﨑様ようこそ船橋

東 RC 例会へ！ 山﨑　新一

・国分様ご苦労様です。よろしくお願いいたします。ボクシングのお話面白かった、ありがとうございまし

た。 藤井　仁毅

・国分ガバナー補佐、鈴木補佐幹事本日のご訪問、西 RC の山﨑様メークアップありがとうございました。

国分補佐のボクシングの卓話に感謝。 遠田　毅

・国分ガバナー補佐、２回目の訪問ありがとうございました。今日はあなたもケビンコスナーです。

  度会　一也

・国分ガバナー補佐、貴重な卓話ありがとうございました。 大家　浩明

・国分ガバナー補佐、鈴木補佐幹事ご訪問ありがとうございました。 草野　宏隆

・国分裕二ガバナー補佐、卓話楽しく聞かせていただきました。 山本　宏子

・本日仕事の会議の為途中で帰らせていただきます。鈴木隆男さんプログラムありがとうございました。

  水庫　直子

・国分ガバナー補佐、鈴木補佐幹事、船橋西 RD 山﨑様、本日はご訪問ありがとうございました。

  鈴木　隆男

　次週予告　10 月５日

　　　　　　11 時より理事会

　　　　　　例会　三つのお祝い・会員スピーチ

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ９月 28 日　16,000 円 累計　301,000 円

10月５日（木）　三つのお祝い・会員スピーチ

　　　　　　　理事会

　　12日（木）

　　19日（木）

　　23日（月）　地区大会記念ゴルフ大会

　　26日（木）

週報今週の担当　藤　代　

10 月 の プ ロ グ ラ ム


