
ROTARY : MAKING A DIFFERENCE

第 1954 回例会

　第２分区インターシティー・ミーティング（I.M.）

　日　時：2018 年２月６日（火）点鐘：13：30　　終了点鐘：17：00

　懇親会：17：30 ～ 19：30

　場　所：船橋グランドホテル２Ｆ「黄金の間」

I.M. 発表　水庫会長エレクト I.M. 地区より　財団委員発表

No. 1954・1955 合併号　　2018 年 2 月 22 日発行

I.M.　岡田前Ｇ補佐 I.M. 発表　山本会員

http://xn--pck5a5dsddq9hc8756jt7fk94e.jp/


◎本日の出席状況

　出席：31 名（26 名）中 11 名　42.31％

　欠席：藤代・伊東・平山・守屋・長野・松本・三浦・三須・斉藤（英）・斉藤（守）・佐々木・鈴木（恭）・

　　　　瀧・輪湖・度会　（織戸・柴田・藤井・遠田・山口）各会員

◎メークアップ

　２／６分　三須～米山Ｅクラブ　鈴木（恭）～１／ 13 ～米山カウンセラー会議

　　　　　　瀧・佐々木・度会～理事会

山﨑会長

　本日は、第二分区 I.M. です、発表者は入会５年未満の会員と水庫会長エレクトです。

　テーマは「ロータリー変化をもたらす」でした。

　水庫会長エレクトはご自分の紹介や近況、クラブへの想いを述べ、山本会員はご自分の職業環境と弁護士

として、組織の中で女性の立ち位置について、ロータリークラブ会員との違いを話されました。

　お二人とも、わかり易く丁寧な発表に聞き入り、前列の絶好なカメラ位置にも関わらず、写真を撮り忘れ

てしまいました。国分ガバナー補佐の想い、地区財団委員からの活動の説明はとてもわかり易く、入会歴の

浅い会員にも好評でした。

インターシティー・ミーティング【I.M.】プログラム

 2018 年２月６日（火）

 会場：船橋グランドホテル

 「黄金の間」２Ｆ

13：00　登録開始　

第１部　 司　会　鈴木　正（船橋みなと RC）

　13：30　開会点鐘　 　ガバナー補佐　国分裕二（船橋みなと RC）

　　　　　国　歌、ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱

　　　　　　　　　　 　ソングリーダー　板橋良夫（船橋みなと RC）

　　　　　お客様及び第２分区各 RC 会長紹介

　13：40　歓迎の言葉　 　ホストクラブ会長　石井　博（船橋みなと RC）

　　　　　ガバナー補佐挨拶　 　ガバナー補佐　国分裕二（船橋みなと RC）

　　　　　リーダー紹介　 　ガバナー補佐　国分裕二（船橋みなと RC）

　14：00　基調講演「ロータリー財団のすべて」 リーダー　宇佐見　透氏　（千葉幕張 RC）

 中沢由岐子氏　（柏 RC）　　　

　14：40　　　　　　 　 　 　 　 　休　憩（コーヒーブレイク）　　 　 　 　 　 

会 長 挨 拶



　15：00　各クラブ代表　意見発表　（会長エレクト、入会５年未満会員）

　　　　　テーマ「ロータリー：変化をもたらす」

 船　　橋 RC〈梅沢博明／越川新太郎〉

 船　橋　西 RC〈安岡聖剛／中村　亮〉

 鎌　ヶ　谷 RC〈服部裕介／星本慎児〉

 船　橋　東 RC〈水庫直子／山本宏子〉

 船　橋　南 RC〈田中宥祥／大島利晃〉

 船橋みなと RC〈板橋良夫／中野陽介〉

　16：10　講　評 リーダー　宇佐見　透氏（千葉幕張 RC）

　16：30　感謝状・記念品贈呈 ガバナー補佐国分裕二（船橋みなと RC）

　　　　　直前ガバナー補佐へ 岡田敏男（船橋東 RC）

　　　　　リーダー　宇佐見　透氏へ （千葉幕張 RC）

　　　　　次年度ガバナー補佐・ホストクラブ紹介

　　　　　　次年度ガバナー補佐挨拶 田中一邦（船橋南 RC）

　　　　　　次年度ホストクラブ会長挨拶 田中宥祥（船橋南 RC）

　17：00　閉会点鐘 第２分区ガバナー補佐国分裕二（船橋みなと RC）

第２部

　17：30　懇親会

　　　　　開演挨拶 ホストクラブ会長エレクト　板橋良夫（船橋みなと RC）

　　　　　乾　　杯 ホストクラブパスト会長　越田光子（船橋みなと RC）

　　　　　バンド演奏

　19：30　中 締 め ホストクラブ直前会長　相川泰久（船橋みなと RC）

発表者

第２分区　I.M.「ロータリー：変化をもたらす」

 会長エレクト　水庫　直子

　昨年８月に私の大切な友人、当クラブの橋岡佐喜男会員が不慮の事故により、49 歳の若さでご逝去されま

した。クラブの活動以外に、奥様とも一緒にテニスを楽しんだりする仲間で、私が次年度会長に就任するこ

とをとても喜んでくれていました。

　私が会長になった姿を、見てもらいたかったと今も思っています。

　私は 2010 年３月に当クラブに入会し、６年目に幹事を経験、９年目に会長となる予定です。当船橋東ロー

タリークラブでは、女性会長は初となります。

　私が入会した当時は、先輩女性会員が４名在籍していましたが、皆さん幹事までで、それぞれの事情で退

会されました。数年間、女性会員一人時代が続きましたが、その後入会があり現在は女性会員が３名に増え

ました。

　今回のテーマである「ロータリー：変化をもたらす」ですが、難しくて何を話したら良いのか正直分かり

ません。私なりの「ロータリー、変化をもたらす」をお伝えします。



　ロータリークラブに毎週出席することで、人生の諸先輩方に色々とご指導いただき、この８年間で私自身

も「変化」いいかえれば「成長」したと感じています。

　変化、といえば、当クラブはこの５年間程の間に 40 代前半の会員が数名入会し、平均年齢もだいぶ若くな

りました。クラブの雰囲気も、少しずつ変わってきています。

　ところで私の座右の銘は「一期一会（いちごいちえ）」、一生に一度の出会いのこと、またそのことが生涯

に一度きりであるという意味で、人との出会いを大切にすることのたとえです。

　今日という日、そして今いる時というのは二度と再び訪れるものではない。とても良い言葉で、自分の中

で大切にしています。誰も時間を止めることはできませんし、後悔しても元に戻ることはできません。

　ロータリークラブとは、分かりやすく言えば、私にとっての「一期一会」です。

　元々ロータリークラブについて何も知らないまま入会し、途中から「エライところに入ってしまった！」

と気付きましたが、それでも毎週出席することで少しずつ理解し、皆様と打ち解けていきました。

　ロータリークラブの会員として、奉仕、寄付、地域への貢献等々、さまざますべきことはあると思います。

何事においても「人からやらされている」という感覚で、果たして自分のため、ひいてはクラブのためにな

るでしょうか。

　自分自身、奉仕も寄付も、地域貢献もまだまだ出来ていません。それでも自分の中で「もっと世の中の役

に立ちたい」と少しずつですが、その気持ちが大きくなっているのを感じています。

　ロータリアンとしての考え方は人それぞれですが、クラブの会員が一人でも多く、そういう気持ちを持て

るようになることが、クラブを良くしていく力になっていくのではないか、毎週出席したいと思えるクラブ

になるのでは、と考えます。

　今後に向け、会長エレクトとして毎週欠かさず例会に出席し、自分を含めた会員の皆様の意識の向上、変

化、を見ていきたいと思います。そのために、自分ができることは何かをこれから探して実践していこうと

考えています。

　 後にクラブからの案内です。

　当船橋東ロータリークラブではこの「りん」という同人誌を定期的に発行しています。

　これはクラブ会員の藤井会員の呼び掛けで、永年続いておりまして、会員が色々なテーマ、嬉しかったこ

と、趣味についてなど思い思いの文章を冊子にまとめたものです。

　ご興味のある方は是非読んでいただき、投稿も歓迎します。会社の広告も随時募集しております。

　以上です。ありがとうございました。

入会５年未満の発表者

ロータリーに入って変わったこと

 山本　宏子

　ロータリーに入って変わったこととして、３つほどあげたいと思います。１つには、自分の専門分野につ

いて１から丁寧に説明をするという意識を持つようになったこと、２つには、自分の強み・弱みについて考

えるようになったこと、３つには、仕事をしていく上でどのような点が必要であるかを実感するようになっ

たです。

　まず、第一に、ロータリではスピーチをする機会が再三あります。私は弁護士をしておりますが、普段同



業者と仕事の話をすることが多く、自分の仕事を専門用語を使わないでわかりやすく説明をするというチャ

ンスはあまり多くありません。ロータリーに入り、自分の仕事、何をしているかについて、伝わるように話

ができるということがいかに大事で難しいかということを意識するようになりました。

　第二に挙げました、自分の強み・弱みを、フラットに考えるようになったということは、女性であるとい

うフィルターをあまり通さなくなったということです。

　船橋東ロータリークラブでは、女性であることで排除されることもなく、突っ込みに遠慮をすることもな

く、一人前として扱っていただいています。

　ほかでは、なかなかないことで、弁護士会というところでも、本音のところではいろいろな方もいらっしゃ

います。

　船橋東ロータリークラブは、とても個性的な方たちばかりですが、皆さんバランス感覚も持っておられま

す。そういう中で、自分も自分の強いところを生かせばいいのだという気持ちになります。

　第三に、ロータリーに参加して得たものは、人として一番もっていたい美点は、「愛嬌」すなわち、人に好

かれる力だという実感でした。

　顔を見るだけで、うれしくなるような方が本当にいらっしゃることを実感しました。

　私もまた、身の丈にあった方法で、人に好かれるようにいつかなれたらと思っております。

第 1955 回例会

千葉地方裁判所・法廷見学例会

　日時：2018 年２月 15 日

　集合：９：00　千葉県弁護士会館

　例会：うなぎ「正木屋」

◎本日の出席状況

　出席：31 名（27 名）中　14 名　51.90％

　欠席：藤代・平山・伊東・守屋・松本・三浦・中村・佐々木・斉藤（守）・斉藤（英）・鈴木（隆）・

　　　　鈴木（恭）・輪湖・（相澤・藤井・織戸・山口）各会員

◎ゲスト　遠田なほみ様

◎メークアップ　２／ 15 分　鈴木（隆）・鈴木（恭）中村・佐々木～理事会

※水庫　直子会員の自宅住所が元の場所に戻りました。訂正をお願いします。

　新住所：〒 274 － 0065　船橋市高根台７－ 16 －３

裁判所見学レクチャー



会 長 挨 拶

幹 事 報 告

山﨑会長

　本日は職場見学企画として、大家職業奉仕委員長のご準備で「千葉地方裁判所刑事事件・裁判所に行こう」

裁判員裁判事件の公判を見学しました。

　千葉県弁護士会館で大家会員から事件の概要説明や入廷注意等、レクチャーを受け裁判所に向かいました。

　前回（５年ほど前）は無かった持ち物検査に時間がかかり、開廷５分前に入室しました。

　ドラマで見慣れた裁判が始まり、手錠の被告人が入り、裁判官、裁判員、証人が席に着き、いかにも優し

そうな若い検事が小さな声で、矢継ぎ早に証人に質問するので、裁判官が質問のスピード早いと注意し、大

家会員が事前に解説していた、三人の裁判官の中で経験が浅い裁判官が公判を進める様子が見られました。

　見学後の感想は、新聞記事とは印象が違う様子でした、昼食を食べながら大家会員の講評を受けました。

新聞や週刊誌の記事で事件を知る私たちは、裁判で数時間でも見学することにより、事件の多面性を感じる

良い機会と思いました。

　今回のご準備や解説、案内にご尽力を頂きました、大家会員に改めて感謝を申し上げます。

瀧幹事

１．例会臨時変更のお知らせ

　　船橋みなと RC：２月 27 日（火）の例会は 25 日（火）の地区大会に振り替え休会

　　・３月 13 日（火）の例会はクラブ創立 25 周年式典の為変更

　　　日　時：３月 10 日（土）　受付：17：30 　点鐘：18：00

　　　場　所：浦安ブライトンホテル

２．会長エレクトセミナーのお知らせ

　　日　時：2018 年３月 25 日（日）　登録：９：30　点鐘：10：00

　　　　　　セミナー：10：00 ～ 16：50

　　　　　　懇 親 会：17：00 ～ 18：00

　　場　所：アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張ホール２Ｆ

　　　　　　千葉市美浜区ひび野２－３

　　登録料：3,000 円　当日集金

　　締　切：２月 28 日迄　エレクト事務所迄

　　出　席：水庫会長エレクト

３．船橋市前原小学校合奏部　第 41 回定期演奏会のご案内

　　日　時：2018 年３月４日（火）開場：13：00　　開演：13：30

　　場　所：前原小学校体育館

　　出　席：織戸クラブ奉仕統括委員長

４．ロータリー情報委員会「オリエンテーション」及び「米山奨学生　劉さん送別会」のお知らせ

　　日　時：３月 29 日（木）　点鐘：18：30

　　場　所：unLOC（アンロック）

　　　　　　船橋市北本町１－４－４　TEL　047 － 421 － 5560

　　会　費：5,000 円（他クラブ負担 5,000 円）

　　締　切：３月 15 日（木）迄



５．次週２月 22 日（木）の例会は２月 25 日（日）の地区大会に振り替えです。

　　※地区大会に関する諸事お知らせを回覧

　　大会１日目：ホテル　ザ・マンハッタン　登録：12：30　点鐘：13：00

　　　　　　　　会長幹事参加　クラブ信任状を持参

　　大会２日目：ホテルニューオータニ幕張　登録８：30　　点鐘：９：30

　　駐車場：ホテル内は無料ですが、会場駐場が満車の場合は近隣の有料駐車場にお願いします。

６．船橋みなと RC 創立 25 周年・船橋西 RC 創立 50 周年式典参加のお願い

　・船橋みなと RC25 周年：2018 年３月 10 日（土）　受付：17：30　点鐘：18：00

　　場所：浦安ブライトンホテル　登録料：10,000 円

　・船橋西 RC 創立 50 周年：2018 年４月 21 日（土）受付：16：00　点鐘：16：30

　　場所：ホテル　ザ・マンハッタン　登録料：12,000 円

　　※締切が２月 15 日、本日なので至急事務局にお願いします。

　　 ※船橋西 RC 創立 50 周年記念式典出席者

　　　山﨑・岡田・藤代・佐々木・相澤・斉藤（守）各会員６名

　　※船橋みなと RC 創立 25 周年式典参加者

　　　山﨑・岡田・長野・相澤・大原・三須各会員６名

千葉地裁刑事事件傍聴例会報告

 岡田　敏男

　２月 15 日（木）大家（弁護士）会員の事前準備の説明を、千葉県弁護士会館にて、受けた後、千葉地裁の

入り口で、身体検査等受けた後、10 時から、702 号法定にて、「殺人・死体損壊・死体遺棄・電子計算機使用

詐欺被告事件（被告人Ｔ）の裁判を傍聴しました。裁判員裁判で、裁判長以下、裁判官と、普通の人である

裁判員が、鄙段に、右側に、弁護士２名、左側に、検察４名、被告人Ｔが、手錠を掛けられて、入廷したの

を見て、本当の裁判であることを、実感した。

　被害者の中学生時代からの同級生である人への証人尋問でした。被告である姉が、弟を殺めた事件であり、

姉と弟の人間関係、性格相違、犯行に使用された包丁の保存仕方、置き場所等尋問でした。証人へ、検事、

弁護士、裁判員、裁判官からそれぞれ質問あり、普通の人である私の感想では、刑事事件は、被告人の刑罰

を決めることであり、民事事件とは異なるものでした。一番興味深かったのが、証人喚問の時の、被告人Ｔ

の様子でした。時々、弁護士と相談する場面もあり、警護人２名が、がっちり、かためており、被告人にな

るとあのように、なるのかと実感しました。

　私こと、裁判所の傍聴は、２回目でしたが、今回は、ほぼ傍聴席は、満員でした。

　「職場見学」企画での裁判所に行こうでした。大家会員の事前資料等含めて大いに感謝です。

・大家職業奉仕委員長へ、裁判所刑事事件見学のお手配ありがとうございました。クラブの活動の特色とし

てアピールしたいです。 山﨑　新一

・裁判所の席では 初から正直に伝った方が後々も楽だと思いました。 柴田　正道



今 週 の ニ コ ニ コ BOX ２月 15 日 10,000 円 累計　817,000 円

（記念事業献金：125,000 円・竹の子券販売 24,000 円含む）

職業奉仕委員会主催：裁判所法廷見学例会　会計報告
収入 単位：円

項　　目 金　　額 備　　考

例 会 食 事 費 69,839 第 1955 回例会費

職 業 奉 仕 委 員 会 費 10,000 職業奉仕委員会費

合　　計 79,839

支出 単位：円
項　　目 金　　額 備　　考

食 事 代 79,839 うな重 4100 円× 16・飲み物・税金・席料

合　　計 79,839

・大家会員裁判所の傍聴初めてです。貴重な体験ありがとうございました。お先に失礼いたします。

  草野　宏隆

・大家さん見学の機会を作ってくださってありがとうございました。 瀧　　照正

・今日は裁判所の傍聴、とても興味深かったです。いろいろと手配をしていただいた大家会員に感謝いたし

ます。 水庫　直子

・“裁判所に行こう”例会、大家先生色々とお世話様でした。難解な事件のようでテリビドラマのようにはい

かないようですね。 遠田　　毅

・今日は大変貴重な経験をさせて頂きました。大家先生のお手配ありがとうございました。

　観の引き締まる場面ですね。 事務局　西川典子

・大家さんお世話様です。裁判所が身近に感じました。一昨年ふるさと納税した人は確定申告してください。

　（南阿蘇村・ふるさと納税）２万円を控除して還付されます。 岡田　敏男

・本日は裁判所傍聴に参加いただきありがとうございました。皆様が裁判員に選任された際には辞退しない

でください。是非とも参加してください。 大家　浩明

２月22日（木）　25日地区大会に振替

　　24日（土）・25日（日）

　　　　　　　地区大会

３月１日（木）　三つのお祝い・会員スピーチ

　　　　　　　理事会

８日（木）

15日（木）

22日（木）

　　　　　　　

週報今週の担当　　　

２・３月のプログラム


