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卓話者

第 1960 回例会

大久保名誉会員

2018. ３.22

曇りのち晴れ

大久保名誉会員へ卓話お礼

司会

鯨井祐介会員

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

19 名

67.90％

欠席：伊東・藤代・松本・守屋・大原・三浦・瀧・佐々木・輪湖 （相澤・遠田・織戸）各会員
◎メークアップ
３／ 22 分

瀧～３／３～地区研修セミナー

大原～３／ 10 ～船橋みなと 25 周年

佐々木～ミャンマー視察
◎ゲスト：大久保忠男名誉会員

会 長 挨 拶

卓話「笑いヨガ」について

山﨑会長

本日は大久保名誉会員をお招きして、笑いヨガ（笑いの泉）を会員の皆様と共に体験型講和を頂きます、
大久保先生は今年 88 才を迎えられ元気にお過ごしです。後ほど、ご体験ください。
少し職業奉仕に関連してお話をさせていただきます、日本年金機構が受給者のデータ入力を委託した情報
処理会社が、契約に反し、中国の業者に約 500 万人分の業務を再委託していたと新聞に掲載されていまし
た。問題は個人データ管理が厳格に行われていない、競争入札により最安値の会社に業務を発注し受注会社
のデータ入力作業の検証等を行わず、入力の遅滞や誤りで、今年の確定申告で 130 万人の受給者が被害に合
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われたそうです。年金機構の担当者や入力業務を受託した関係者は、職業倫理について、どのように思われ
て仕事をしているのか？聞いてみたいです。
今回の件で、また多額の費用が発生すると思います。

鈴木隆男副幹事

幹 事 報 告

１．例会臨時変更：船橋みなと RC
・３月 27 日（火）の例会は移動例会です
日時：３月 27 日（火） 11 時～生花展鑑賞
場所：東京都美術館

例会：12 時～レストラン・サロン

２．米山梅吉記念館より「春季例祭」のお知らせ
日

時：2018 年４月 21 日（土） 時間：14：00 ～

場

所：米山梅吉記念館

ホール

・米山記念館賛助会入会のお願い
１）全国１人 100 円募金運動
注）当クラブは年間 100 円の募金運動に参加しております。
２）年間１人 3,000 円の賛助会員を募集しております。
※入会ご希望の方は事務局にお願いします。
３．次週３月 29 日（木）の例会は情報委員会オリエンテーションと米山奨学生
劉

雪菲丹さんの送別会となります。

場所：魚

unloc

船橋市北本町１－１－４

お間違いの無いようお願いします。
４．４月の例会予定表をお配りしました。ご活用ください。
「回覧物」
・2016 ～ 2017 年度

地区大会報告書が届いております。

◎各委員会報告
１．ロータリー情報委員会

中村委員長

本日の卓話
「笑いヨガ」について

名誉会員

大久保忠男様

「今年 88 歳になります。四つのテストに出会ったのは 50 代の時です。
ロータリー歴は 20 年でした。妻の看護の為退会いたしました。妻の葬儀の時は三須会員に大変お世話にな
りました。船橋に「笑いヨガ」を設立して８年になります。月に２回の例会を開いています」
等のお話のあと
・挨拶の笑い
・熱い砂の笑い

・ミルクセーキの笑い

・桃太郎の笑い

・モーターボートの笑い

・魚のひらき笑い

・ハスの花の笑い

の 10 通りの笑いのポーズを会員全員で行い、いい汗かきました。
ア・ハッハ・ハ・イエーイ！

・アロハの笑い

・カルカッタの笑い
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・「笑ヨガ」の卓話で年を忘れ、人生これからの自信を貰いました。

名誉会員

・ 大久保名誉会員、笑ヨガの伝道師、ありがとうございました。ホホ・ハハハ・イエーイ！

大久保忠男
山口

習明

・ 大久保名誉会員。本日はとてもためになる「笑いヨガ」の卓話ありがとうございます。楽しかったです。
水庫

直子

・大久保様、本日の卓話「笑いの泉」講話ありがとうございました。いつまでもお元気でお過ごしください。
山﨑

新一

・ 大久保先生、お元気で何よりです。人生笑って過ごしたいものです。ありがとうございました。
・ 大久保先生ありがとうございました。

藤井

仁毅

斉藤

英明

・ 大久保先生、ありがとうございました。楽しいひと時でした。先生の元気な理由が分かりました。
斉藤

守

・ 所用のため早退します。すいません。

大家

浩明

・ 大久保名誉会員「笑いヨガ」卓話ありがとうございました。汗かきました。

鈴木

隆男

・ 大久保名誉会員の「笑いヨガ」最後まで聞かれず、失礼いたします。大久保先生にはいつまでも元気で頑
張ってください。

岡田

敏男

・ 大久保先生、今日はありがとうございました。だいぶ元気になりました。

柴田

正道

・ 遅刻しましたが、笑ヨガには間に合いました。アッハ・ハ・ハー。

草野

宏隆

・ 大久保先生、久しぶりに若々しいお顔を拝見して嬉しかったです。運動不足の私にはピッタリ！又、お会
いしたいです。ありがとうございました。

事務局

・ 結婚祝いありがとうございました。10 月分ですが・・・

今 週 の ニ コ ニ コ BOX
（内

３月 22 日

４月のプログラム
４月５日
（木） 三つのお祝い・会員スピーチ
理事会 場所：３Ｆ「 研修室」
12日
（木） 卓話「 母子支援施設
青い鳥ホーム 」について
社会福祉法人千葉ベタニヤホーム
青い鳥ホーム施設長 山本裕子様
19日
（木） 卓話 「税務について」
鈴木恭浩会員
29日
（土）「ロータリーデー
（たけのこ掘り例会）
」
場所：斉藤守会員の竹林
集合：11時 手伝い：10時
雨天：安養寺
長

野

累計

記念事業献金 150,000 円・たけのこ掘り券 68,000 円

次週 「ロータリーオリエンテーションと米山奨学生

週報今週の担当

27,000 円

劉

西川

典子

平山

雄一

961,000 円

計 218,000 円含む）

雪菲丹さん送別会」について
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