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山内様

留学生

草野会員

2018. ３. ８

夫人誕生

雨

司会

山口会員

劉さん

夫人誕生祝い

鯨井会員

鯨井祐介会員

ロータリーソング 「我らの生業」
◎本日の出席状況
出席：31 名（29 名）中 23 名

79.31％

欠席：斉藤（英）・山本・伊東・守屋・松本・輪湖 （相澤・柴田）各会員
◎ビジター

長崎壱岐 RC

◎ゲスト

米山奨学生

◎メークアップ

100％以上

山内
劉

賢明様

雪菲丹様

３／３～地区研修セミナー

山﨑・瀧各会員

大原～米山Ｅクラブ
◎三つのお祝い （２月・３月の欠席者に）草野会員・鯨井会員・山口会員へ
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山﨑会長

３月１日（木）３月定例理事会にて佐々木国際奉仕委員長より、ミャンマー国ダーベイン村小学校の現状
視察報告がなされました。同小学校は、2008 年に井戸の設置（発動機によるポンプ揚水）活動を経て、2012
年のサイクロンにより学校が被災に合い新校舎建設の支援活動を続けてきました。
現状は生徒数の増加により（200 名、机や椅子が無く床に座って授業を受けている、窓が木枠の為、破損
して、風の強い日は授業ができない事や屋根の雨漏りで、床に水たまりができる等々の報告がされました。
修繕費は米ドルで 1,000 ドル程度です。
来週の例会卓話をお願いしていますので、会員の皆様は次週の例会を是非参加をお願いします。
建設当時の学校の写真をご覧ください。

幹 事 報 告
１．2018 年２月

瀧幹事

台湾東部地震の義援金について

２月６日に台湾東部を襲った地震について、ガバナー会より被災地に義援金の依頼が来ました。2790 地
区として 30 万円をガバナー会に送金します。
各クラブで義援金の送金を検討している場合は３月 30 日迄、送金のこと
２．勝浦 RC55 周年記念式典のお知らせ
日

時：2018 年４月 22 日（日） 登録：12：30

場

所：勝浦市芸術文化交流センター

登録料：10,000 円
３．第 23 回

キュステ

式典：13：30
勝浦市沢倉 523 －１

締切：３月 30 日迄

日本青少年交換研究会・千葉会議のお知らせ

日

時：５月 12 日（土）・13 日（日）

場

所：幕張メッセ国際会議会場

※５月 12 日（土） 登録：12：00

千葉市美浜区中瀬２－１
点鐘：13：00

※５月 13 日（日）９：00 ～ 10：00

青少年交換委員長会議～

４．地区研修・協議会出席者について
日

時：４月 29 日（日） 登録９：00

場

所：アパホテル＆リゾート東京ベイ

点鐘：10：00
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義務出席者
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：次年度会長 水庫・幹事 鈴木隆男・管理運営 岡田・親睦 山﨑
広報統括 鈴木恭浩・ロータリー情報 織戸

奉仕プロジェクト：職業奉仕 大家・社会奉仕 長野・国際奉仕 大原・青少年 鯨井
財団 度会・米山奨学会 山口各会員
※大切な会議ですので欠席の無いようお願いします。
５．第２分区親睦ゴルフコンペ参加者募集（後２名不足）
日

時：４月 17 日（火） スタート：８：35

場

所：鎌ヶ谷Ｃ、Ｃ

締

切：３月 16 日（金）

登録料：5,000 円

６．３月 10 日（土）は船橋みなと RC 創立 25 周年記念式典です。
出席者：山﨑会長・岡田・相澤・長野・大原・三須各会員

６名

※登録料：10,000 円を事務局迄
７．４月 21 日（土）は船橋西 RC 創立 50 周年記念式典です。
出席者：山﨑会長・岡田・藤代・佐々木・斉藤守・相澤各会員

６名

※登録料：12,000 円を事務局まで
※３月の予定表を再配布いたします。
◎各委員会報告
１．会長エレクト水庫直子会員：次年度の委員長へ、委員会委員の配属依頼
２．職業奉仕委員会：大家浩明委員長

２月 15 日（木）の裁判所法廷見学のその後の報告

３．青少年奉仕委員会：鯨井祐介委員長のライラ報告
４．社会奉仕委員会：織戸豊会員

３月４日（日）前原小学校第 41 回定期演奏会参加報告

５．ビジターの卓話

長崎壱岐 RC より来訪の

６．米山奨学生

雪菲丹さんに３月分の米山奨学金の授与を行う。

劉

山内

賢明様より

劉さんは２年間にわたり、米山記念奨学会よりの奨学金授与は終了する。
７．卓話 「株式市況について」鈴木
◎ RYLA

実行委員会

隆男会員

活動報告

青少年奉仕委員長

日

時

２月 17 日土曜日～ 18 日日曜日（開催前日の 16 日金曜から泊まりにて集合）

場

所

茂原市

長生郡

長柄

鯨井

祐介

生命の森リゾート

参加人数

80 名ほど（前年数は 70 数名）

当社参加者

アルバイトスタッフ３名（女性２名、男性１名、全員 19 歳）

内容・感想
初めての参加ということもあり、数ヶ月前からの月１度の研修・準備において、知り合いもいなく何を
するのかも分からない状況は、厳しくもあり、久々な感覚でもあり。とにかく名前と顔を覚えることしか
出来ませんでした。
船橋東所属と言うと、
「藤代さんは結婚したんでしょ？」や、
「今は山崎会長だね」とよく言われました。
参加者のウォークラリー用の「コマ図」を昨年 10 月より準備開始。
開催前日の金曜午後に集まり、そのまま半分ほどの委員メンバーはそのまま泊まり、私も宿泊しました。
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当日役回りを決定し、内容確認、現場の最終確認等をおこないました。その場になり、数日前までの獣道
が、木々の伐採によって道がなくなっており、再度コマ図を作り直すということになりました。
開催当日、多くの運営委員で朝食を取り、いざ開幕に向けて最終準備を。
この場、このタイミングからの初参加者等もあり、役回りが周知されておらず中々の混乱の中でのスター
トでしたが、そこはさすがにロータリアン！その場の判断にて切り抜けていきました。
いざウォークラリースタートですが、終盤の制限時間まじかに大雨が降るという。近場では雹も降ると
いう天変地異、参加者はびしょ濡れになっていたと思いますがそれも一体感を生む良い要因になったので
はと考えます。
初日私の役目はある場所の交通整理でして、危険な場所（車が頻繁に通る為）なので答えを教えてしまっ
ても結果仕方が無いという、言葉では重要性が伝えきれない仕事（笑）私しか出来ない大役でした。
初日夕方５時に私は仕事都合により、一旦帰宅。翌日朝の集合時間に合わせて合流しました。
二日目、寒く少し強めの風が吹いていましたが、雨降ることなく、２月としては快調な天候でした。
そこでの役目は第二チェックポイントでの通過状況の共有という、二日目らしく初日より重要が増した
お役目。ある１組が全く通過出来ず、結構な時間待ちました。
結果として全組（29 組）が制限時間内にクリア
当社スタッフ３名とすれ違い、話を簡単にレース中しましたが、１日目より意識を高くメンバーと仲良
くなり、非常に前向きにラリー参加していました。
結果として３組中の２組が非常に良い成績を収め、表彰されていました。
特に参加してくれた当社男性スタッフからは、「予想以上に楽しかった」や、「アクトにも興味はありま
す」とのことでした。

委員長が君津 RC の方（安部様）で、毎年参加されている感じでしたし、委員長ということもあり、周
りを同じ君津の方が多く参加されていて、非常に楽しそうで、前向きにされていました。正直何故にここ
まで前向きに、まじめに、熱く、準備しているのかが最初理解出来ませんでした。最後全てが終わったと
きに少しではありますが、達成感的なものを得ることが出来ました。来年はもっと力を発揮できるのでは
と、自分に期待していますし、出来れば同じ当 RC メンバーと参加したいと思います。
来年開催日

２月２日土曜日～３日日曜日

達成感感じながら来年は日程的に参加出来ないかと。

・ 私の誕生祝と結婚記念のお祝いを送っていただきました。ありがとうございました。なかなか出席できず
申し訳ありません。

斉藤

守

・ お祝いありがとうございます。結婚記念日も兼ねており、17 年目であります。忍耐が続きます。
鯨井

祐介
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・ うちの幸子さんの誕生祝を頂いて、久しぶりに女房の角を見ました。やはり角かくしは必要です。
・ 長崎壱岐 RC の山内様、卓話ありがとうございました。今後もお元気でお過ごしください。

山口

習明

山崎

新一

・ 山内さん、最も古い歴史書に表れる壱岐の国からようこそいらっしゃいました。今度は壱岐の島に行かせ
ていただきます。

斉藤

守

・ 鈴木隆男会員「戌で笑って」私も三木証券にお願いしていますので今年は良い年になるかも。岡田

敏男

・ 山内様、鈴木さん大変興味深い卓話をありがとうございました。

時子

三浦

・ 鯨井青少年奉仕委員長へ。ライラ参加報告ありがとうございました。青少年奉仕委員会は次年度もよろし
くお願いいたします。

山﨑

新一

・ 会長エレクトの水庫です。次年度の各委員長の皆様、副委員長と各委員の選考と報告を、３月末日まで必
ず事務局へメール連絡お願いします。

水庫

直子

・ 劉さんお土産ありがとう。卒業・就職・研究に加えて婚活大変ですね。

遠田

毅

・ 鈴木会員の「株式市況」卓話に感謝、サウジの話面白かった！

遠田

毅

今 週 の ニ コ ニ コ BOX

３月８日

28,000 円

累計

879,000 円

（内、記念事業献金 125,000 円・たけのこ掘り券 51,000 円含む）
次週予告
・国際奉仕委員会

佐々木委員長より「ミャンマー小学校視察報告」

３・４月のプログラム
３月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
12日（木）
19日（木）
週報今週の担当

長

野
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