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2018 年３月８日発行

第 1956 回例会

2790 地区大会
日

時：2018 年２月 24 日（土）場
2018 年２月 25 日（日）場

所：ホテル

ザマンハッタン

所：ホテルニューオータニ幕張

※クラブ表彰：ロータリー米山記念奨学会功労クラブ 29 回目を受賞しました。
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◎本日の出席状況
出席：31 名（28 名）中 12 名

43.00％

欠席：伊東・藤代・平山・鯨井・守屋・松本・三須・三浦・長野・中村・佐々木・斉藤（英）・
斉藤（守）・瀧・輪湖・度会・（柴田・遠田・山口）各会員
◎メークアップ
２／ 25 分

中村・瀧・佐々木～理事会

鯨井～２／ 17 ～ライラ

第 2790 地区
２月 25 日（日）第 2790 地区

地区大会報告

寺嶋ガバナー年度の地区大会が第２日目が、ホテルニューオタニ幕張で、

盛大に開催されました。当船橋東クラブから、山崎会長以下多数が参加しました。
午前９時 30 分の RI 会長代理の松宮剛様の入場に始まり、点鐘後、国歌斉唱、奉仕の理想、来賓挨拶では、
森田千葉県知事、秋山柏市長、星野我孫子市長、一連の午前の行事が、12 時に、予定通り終了した。お昼の
弁当の後、チアダンスのパフォマンス KASIWA GOLDEN HAWKS 日本一であると紹介されました通りで
した。
記念講演は、
「プラチナ社会の達成と SDGs の実現」 元東京大学総長である

小宮山宏先生の講演でした。

定刻を超えて、小宮山先生の持論であるプラチナ社会の実現が必要であること、世界の１人当たり GDP、世
界の平均寿命、CO2 濃度から、現在の世界は、飽和状態であること、自動車が、6000 万台で、頭打ちである
こと。詳細なことは、小宮山宏著「新ビジョン 2050」日経 BP 社を購入してほしい。
松宮剛 RI 会長代理の「ロータリー本質」では、①新会員の持つ特性を認識し、クラブの活力に生かすこ
と、②クラブ会長が、退会した会員への年間２通のハガキをクラブに常備されたい、年始と誕生日に、
最後に橋岡ガバナーエレクト挨拶、諸岡ガバナーノミニは、舞台でアクシデントで、挨拶できず、漆原ガ
バナーノミニーデジクネイト（勝浦 RC）挨拶、いよいよ、2790 地区始めての女性ガバナーです。
最後の大懇親会は、大いに盛り上がりましたが、第２分区出席者が少なくて残念でした。
報告

岡田

敏男

ÔÈÅǽÒÏÔÁÒÙǽÃÌÕÂǽÏÆǽÆÕÎÁÂÁÓÈÉ ᴪ ÅÁÓÔ

会員誕生日

第 1957 回例会
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斉藤（英）会員・鈴木（恭）会員

2018. ３. １

晴

司会

山﨑会長挨拶

水庫会員

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：31 名（28 名）中

18 名

64.29％

欠席：伊東・藤代・平山・守屋・松本・鯨井・大原・斉藤（守）・輪湖・山本・（相澤・山口）各会員
◎メークアップ
３／１分

鯨井～ライラ

大原～理事会

山本～３／３～地区チーム研修セミナー

◎ 100％以上
山﨑・瀧～３／３～地区研修セミナー
◎３月三つのお祝い
会員誕生祝い：斉藤英明・鈴木恭浩・草野宏隆各会員
夫人誕生祝い：輪湖智子様・山口幸子様
結婚祝い

：鈴木隆男会員

会 長 挨 拶

山﨑会長

２月 24 日（土）ホテル

ザ・マンハッタンにて地区大会１日目が開催されました。

午前 11 時、各種委員会が開催され資格審査委員として、前年度第二分区ガバナー補佐の岡田会員が委員と
して参加されました。
午後の本会議には、松宮 RI 会長代理をお迎えして、地区の各種報告事項や決議事項・表彰、感謝状の贈
呈が行われました。
地区指導者セミナーは、松宮 RI 会長代理が講師を務め「ロータリー？」の演題にて講演をされました。
ロータリークラブ設立当時の時代背景の解説から、現代のロータリーの変化を、独自の考察で講演されまし
た。

ÔÈÅǽÒÏÔÁÒÙǽÃÌÕÂǽÏÆǽÆÕÎÁÂÁÓÈÉ ᴪ ÅÁÓÔ

×ÅÅËÌÙ ÒÅÐÏÒÔ

特に印象に残ったことは、親睦・奉仕・職業の三大奉仕を、
「職業→利益」と解釈され、ロータリー？「親
睦・利益・奉仕」と話されたことが、妙に納得しました。
２月 25 日（日）大会２日目はホテルニューオオタニ幕張にて開催しました。
地区フェローシップ副委員長を務めていますので、委員会の活動報告の、パネル準備に７：30 分に到着し
ました。
本会議は、８時 30 分登録開始から夕方の懇親会まで、永い一日です。
しかし例会では得られない情報や講演、米山奨学生のホームカミングを聞き米山奨学生の支援に協力した
いと思います。
ロータリーの活動を続ける道義付けとして大変重要な体験ですので、会員の皆様、是非次年度もご参加く
ださい。

幹 事 報 告

瀧幹事

１．３月のロータリーレートは１ドル 108 円です。
２．第２分区親睦ゴルフコンペのお知らせ
日

時：４月 17 日（火） スタート：８：35

場

所：鎌ヶ谷C.C

参加費：5,000円
締

切３月 16 日（金）迄

１クラブ８名以上

申し込みは至急事務局にお願いします。

３．地区研修・協議会のお知らせ（次年度）
日

時：４月 29 日（日） 登録：９：00

点鐘：10：00

場

所：アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張

登

録：３月 23 日（金） WEB 登録

開催部会：会長部会・幹事部会・管理運営部会（会員増強・フェローシップ・広報・ロータリー情報
奉仕プロジェクト部会（社会・職業・国際・青少年・）ロータリー財団（財団・米山）
各７部会
４．国際交流協会臨時理事会のお知らせ
日

時：３月 14 日（水） 10：00 ～

場

所：男女共同参画センター研修室

５．2790 地区ローターアクト第 46 回

出席：大原俊弘理事

年次大会のお知らせ

日

時：４月 14 日（土）受付：12：00 ～ 13：00

場

所：ポートプラザ千葉

千葉市中央区千葉港８－５

二次会場：魚民
登録料：ロータリアン：8,000 円
締

二次会：3,000 円

切：３月 15 日

６．３月 29 日（木）移動夜間例会
「ロータリーオリエンテーション及び米山奨学生
時

間：点鐘 18：30

場

所：魚 unloc

会

費：5,000 円

劉さん送別会」

※申し込みがまだの方は至急事務局にお願いします。
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７．次年度ガバナー公式訪問の日程について
※第２分区６クラブを２回に分け合同で行います。
・８月 ７ 日（火） 船橋 RC・船橋西 RC・船橋みなと RC
・９月 27 日（木） 鎌ヶ谷 RC・船橋東 RC・船橋南 RC
８．ガバナーより地区大会参加に対してお礼状が届いております。

理事会報告（３月定例）
１．３月 29 日（木）の夜間例会プログラムについて
「ロータリーオリエンテーション」及び「米山奨学生

劉さん送別会」について

日

時：３月 29 日（木） 集合：18：00

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

登録料：5,000 円（会場費 10,000 円の内クラブより 5,000 円を負担）
※当日のプログラム
・例会 30 分程度
進行：情報委員会

情報委員会オリエンテーション

講師

山口会員

・米山奨学生：劉雪菲丹さんの送別会
進行：米山奨学生カウンセラー

鈴木恭浩会員

２．５月の例会予定について
５月第４例会

５月 31 日（木）の取り扱いについて

・５月 31 日（木）は通常例会
・５月 24 日（木）を夜間例会とする
※場所等は後日決まり次第発表する。
３．地区財団補助金申請について

※締切３月 31 日迄

・申請プロジェクト名：船橋市植栽支援プロジェクト
・実施場所：船橋市立小学校及び公園
・地区補助金申請金額

地区補助金：300,000 円

・クラブ拠出金：348,000 円
以上を申請することを承認
「その他」
１．国際奉仕委員会「ミャンマー小学校」視察報告

国際奉仕委員長佐々木会員より

視察日：２月 12 日～２月 18 日
2008 年船橋東 RC と東京中央 RC とで建設した、「ミャンマー小学校」のその後の視察を行いました。
①

建物の雨漏りがひどい

②

木の扉が壊れ風が入って困る

③

207 名の生徒の椅子と机が壊れ、床の上で授業を受けている。

井戸とトイレはまだ大丈夫とのこと
これらの修理費用は大体 1000 ドル程度かかる
この事業を次年度に行うか、又、カンボジアの支援も考えている会員もいるので、今後検討するよう報
告がありました。

ÔÈÅǽÒÏÔÁÒÙǽÃÌÕÂǽÏÆǽÆÕÎÁÂÁÓÈÉ ᴪ ÅÁÓÔ

×ÅÅËÌÙ ÒÅÐÏÒÔ

◎各委員会報告
・ロータリー情報委員会
３／ 29
魚

夜例会

中村委員長

18：00 集合

18：30 点鐘

会費

unLOC
5,000 円

卓話にて「ロータリーオリエンテーション」を開催します。卓話者：山口会員
例会後、「米山奨学生
・国際奉仕委員会

劉さん送別会」を開催致します。奮ってご参加ください。

佐々木委員長

ミャンマーの学校の現状報告
現地視察、経年劣化の為、痛みが激しく雨漏り等が発生しています。今後の対応について要検討
・出席委員会
１月出席率

遠田委員長
88.81％

メーキャップ、Ｅクラブを活用して 80％以上の出席率向上に頑張りましょう
欠席がちの会員へ声掛けをお願いします。
・３つのお祝い
会員誕生日

斉藤（英）会員・鈴木（恭）会員・草野会員

夫人誕生日

輪湖様・山口様

会員結婚記念日

鈴木（隆）会員

本日の卓話

会員スピーチ（誕生日会員）

・誕生祝を頂きありがとうございます。

斉藤

英明

・本日は第一週ですので出席させていただきました。ありがとうございました。

柴田

正道

・ようやく春が来そうですね。先月はインフルエンザにかかりました。

織戸

豊

・皆さん、ありがとうございます。

斉藤

英明

・寺嶋ガバナー年度の 2790 地区大会の報告をさせてもらいました。今年は役職が無かったので楽しんで参
加させていただきました。大懇親会迄参加しました。

岡田

・地区大会出席の皆様ご苦労様でした。全員登録ですので一応 100％出席になりますが～
に参加を望みます。

敏男

もう少し意欲的

出席委員長

遠田

毅

・我が家の受験生、取りあえず早稲田大学法学部に合格しました。３月 10 日の国立の発表待ちです。心境
を俳句に・・・「めでたさも、中くらいかな

受験生」

山﨑

新一

・佐々木国際奉仕委員長、ミャンマー学校視察と報告ありがとうございました。

山﨑

新一

・佐々木会員ミャンマー視察報告ご苦労様、ありがとうございました。雨漏り、やーねー

遠田

毅

・私の最後の国際奉仕でした。よろしく。

佐々木光博

・今月で 54 歳になります。記念品ありがとうございます。年度末の為お先に失礼いたします。草野
・結婚記念日のお祝いを頂きありがとうございます。

鈴木

宏隆
隆男
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・２月の誕生祝を頂きありがとうございました。

長野

春信

・誕生祝を頂いて、無事に大過なく年を重ねることが出来たことに感謝します。毎年ですが時期的なことで
早退します。

鈴木

今 週 の ニ コ ニ コ BOX

３月１日

34,000 円

累計

恭浩

851,000 円

（内、記念事業献金 125,000 円・たけのこ掘り券 51,000 円含む）

次回予定

３月８日（木） 第 1958 回例会
卓話 「株式市況について」 鈴木隆男

３・４月のプログラム
３月８日（木） 卓話 「株式市況について」
鈴木隆男 会員
15日（木）
22日（木）
29日（木） 夜例会
４月５日（木） 三つのお祝い・会員スピーチ
理事会
週報今週の担当

長

野

会員
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