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挨拶

みなと RC 式典報告

佐々木会員

ミャンマー小学校視察報告

船橋みなとクラブ創立 25 周年記念式典
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鯨井会員

ロータリーソング 「それでこそロータリー」「四つのテスト」
◎本日の出席状況
出席：31 名（28 名）中

17 名

60.71％

欠席：平山・伊東・松本・守屋・三浦・岡田・鈴木（隆）・斉藤（英）・斉藤（守）・山本・輪湖・
（相澤・柴田・山口）各会員
◎メークアップ

100％以上

船橋みなと RC 創立 25 周年式典
３／ 15 分

山﨑・岡田・相澤・大原・三須各会員

岡田～地区大会第１日目

会 長 挨 拶

鈴木（隆）～理事会

山﨑会長

３月 10 日（土）浦安ブライトンホテルにて、船橋みなとクラブ創立 25 周年記念式典に出席しました。
岡田会員、大原会員、三須会員、相澤会員の５名です。
船橋みなとクラブの、奉仕活動の紹介があり船橋市長、野田元総理、木村哲也衆議院議員や寺嶋ガバナー
を始め多くのパストガバナーが、参列され華やかに記念式典、懇親会が開催されました。
他のクラブの奉仕活動を知り改めて、ロータリークラブの奉仕活動が、地域に貢献していることを感じま
した。

瀧幹事

幹 事 報 告

１．４月 28 日（土）ロータリーデー「たけのこ掘り例会」のお知らせ
日

時：４月 28 日（土）

場所：斉藤守会員の竹林

手伝集合：10：00

親睦・社会奉仕・プログラム・SAA

集

会員・家族・青い鳥ホーム関係者・長野会員関係者

合：11：00

◎出席者名簿を回覧します。
尚、まだ購入していない会員は、たけのこ券の販売にご協力ください。
２．次年度各委員長さんは副委員長及び委員の配属をお願いします。
決まり次第事務局迄メール、FAX でお願いします。
３．次週３月 22 日（木）は大久保忠男名誉会員による卓話「笑いヨガ」があります。
欠席の無いようお願いします。
回覧
ハイライトよねやま

216 号が届いております。
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◎各委員会報告
１．米山奨学会委員会：度会会員

３月 10 日（土）地区米山奨学生終了式及び歓送迎会の報告

２．船橋みなと RC 創立 25 周年記念式典出席報告：大原会員
３．親睦委員会：草野会員
３月 29 日（木）のロータリーオリエンテーション及び米山奨学生

劉

雪菲丹さんの送別会の案内

本日の卓話
「ミャンマー小学校視察報告」

佐々木光博

国際奉仕委員長

2009 年５月に東京中央 RC と共同で建設し、その後、2014 年１月に校舎の補修・トイレの新設・水道タン
クの補修等行ったダーベイン小学校のその後の様子を、2018 年２月に視察に行きました。
校舎は雨漏りがひどく、ドアが壊れ風が吹き込む状態でした。机も椅子も壊れて生徒は床で勉強していま
した。補修事業とすると 1000 ドル程度かかるとのこと。カンボジアの支援を行いたいとの意見もありますの
で、次年度の事業として検討してください。
主な国際奉仕活動
・ 2002 年４月：船橋東ロータリークラブ創立 25 周年事業としてカンボジアに小学校を建設及び医療奉仕を
行い、子供たちの健康診断・歯科検診等活動を行う
・ 2004 年４月：カンボジア視察訪問を行う。（地区財団補助金使用）
地区 DDF を使い食品・文具の寄贈
HIV 患者孤児の奨学金・生活支援・HIV に対して啓蒙のリーフレットを作成、NGO［マリ
ノール］へ支援金を贈る。
・ 2005 年５月：カンボジア小学校慰問・小児病院訪問（地区財団補助金使用）
・ 2007 年３月：カンボジア小学校へ遊具等贈る。アンコール小児病院へ粉ミルク・抗生剤を贈る事業活動。
（地区財団補助金使用）
・ 2007 年８月：フィリピン・ダウンタウン RC とマッチングにより「エアージャッキ・AED を寄贈する事
業活動。
・2008 年３月：ミャンマー・ヤンゴンのビュー村に清潔な飲料水確保のため井戸を掘る事業。ダーベン村の
盲人に白い杖を贈る事業活動。（地区財団補助金使用）
・2009 年５月：前年のサイクロンの被害で校舎が壊れ、東京中央 RC と合同事業として、ミャンマー・バダ
ウッミヤン僧院教育小学校の建設を行う事業活動。（地区財団補助金使用）
・2010 年３月：フィリピン・イロイロ RC とのマッチング事業として「モバイルキッチンの贈呈と医療奉仕
を行う事業活動（フィリピン・イロイロ RC と 1,000 ＄のマッチングを行う）
・ 2010 年４月：ミャンマーにマングローブ植林事業を行う事業活動。（地区財団補助金使用）
・2014 年１月：ミャンマーダーベイン小学校の校舎の補修・トイレ新設・水道の水タンクの補修、子供たち
に文具を配る事業活動。（地区財団補助金使用）
・2018 年２月：ミャンマーダーベイン小学校の視察を行う。壊れた校舎の補修の希望があった。修理をする
と大体 1000 ドル程度かかるか。
補修するかは次年度に引き継ぐ
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・ 佐々木会員、いつもミャンマーに行ってくれて、お疲れ様です。本日は卓話ありがとうございます。
織戸

豊

・ 山﨑会長、息子さんの京都大学入学おめでとうございます。さすが山﨑会長のお子さんですね。織戸

豊

・ 佐々木さん、ご苦労様ありがとう、良いお話をどうも。

藤井

仁毅

・ 山崎さん、おめでとう。トンビが鷹を生んだのか、いやいややっぱり親が良かったのでしょう。
・ 大原さん、頑張ってください。

藤井

仁毅

藤井

仁毅

・ 大原選手、ぜひとも千葉オープンの本チャン予選を突破して「ベストアマ」を獲ってください。頑張れ～
大家

浩明

・ 大原会員お目出とう～応援してます。山﨑会長、大学・高校ダブルで合格おめでとうございます。
・ 大原会員、努力は報われますね。放映を意識した減量も見事です！

草野

宏隆

鯨井

祐介

・ ハルガキタハルガキタ！山﨑さん息子さん京大合格、お嬢さんの高校進学おめでとう！山﨑家の特別な
“春”バンザイ！

遠田

毅

・ 佐々木国際奉仕委員長、クラブの国際奉仕の活動経過とミャンマーダ－ベイン小学校視察報告の卓話あり
がとうございました。

山﨑

新一

・大原会員へ「千葉オープンゴルフトーナメント 2018」本戦出場おめでとう！痛みに耐えて頑張りました。
プロのプレッシャーに負けないでください。
・ 卓話をして。
・ 佐々木会員の国際奉仕の卓話に感謝。

今 週 の ニ コ ニ コ BOX
（記念事業献金 150,000 円

山﨑

新一

佐々木

光博

遠田
３月 15 日

13,000 円

たけのこ掘り券販売

累計

68,000 円

毅

934,000 円

計 218,000 円含む）

次週予告
・卓話

船橋東 RC 名誉会員

大久保忠男氏 「笑いヨガ」について

３・４月のプログラム
３月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）
26日（木）
週報今週の担当

長

野
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