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第 1961 回例会　2018. ３.29　晴　　司会　水庫プログラム委員長　　点鐘：山﨑会長

情報委員会オリエンテーションと米山奨学生 劉 雪菲丹さん送別会例会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   時　間：受付　18：00　　点鐘 18：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場　所：船橋　魚 unLOC

◎本日の出席状況

　出席：31 名（29 名）中　19 名　65.51％

　欠席：伊東・平山・藤代・守屋・松本・斉藤（守）・鈴木（隆）・三浦・輪湖・山本・（相澤・織戸）各会員

◎ゲスト　米山奨学生　劉　雪菲丹様

　　　　　柴田ミトリ様

◎ 100％以上　　 水庫～３／ 25 ～会長エレクトセミナー・大原～米山Ｅクラブ

◎メークアップ　３／ 29 分～鈴木（隆）～理事会

山 﨑 会 長

　本日は米山奨学生の「劉雪菲丹」送別例会です。

　夜出歩くのに良い気候に恵まれ、桜の花が満開です。２年間カウンセラーを務めました鈴木恭浩会員より

ご報告を頂きます。送別会の前段に情報委員会より入会歴５年未満を対象に山口習明会員を講師に「ロータ

リークラブの歴史等」講話をいただきます。

　本日の会場は鯨井会員のご紹介のお店「un LOC（アンロック船橋市北本町１－４－４」魚料理に特化す

るお店を貸し切りの会場です、料理もお楽しみください。

瀧 幹 事

１．４月のロータリーレート　１ドル 104 円です

２．地区フェローシップ委員会後援のスリランカクラブのご案内

　　国際ロータリー第 2790 地区スリランカクラブ

　　　スリランカ国との事業や奉仕を通して会員相互の友好を深め、クラブ・地区を超えての仲間づくりを

しましょう！　会員募集中

　　　問い合わせ先：松戸西 RC　会長　石井　弘　携帯：090 － 1120 － 1876

３．平成 30 年・31 年　船橋市国際交流協会理事に、引き続き大原俊弘会員を推薦いたしました。

　　第１回理事会のお知らせ

　　　日　時：４月 18 日（水）　10 時～

　　　 場　所：男女共同参画センター研修室　よろしくお願いします。

○次週４月５日（木）の理事会会場が変更されます。３Ｆ会議室です。よろしくお願いいたします。

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



◎委員会報告

ロータリー情報委員会　オリエンテーション

 卓話：山口会員　　　　　　　　　　　　　　　

 司会：ロータリー情報委員会委員長　中村　和一

　３月 29 日（木）、18：30 ～　魚：unLOC にて船橋東ロータリークラブの夜間例会が開催されました。

　22 名の多くの皆様にご参加頂きました。

　定刻から第 1961 回の例会を開催しました。山﨑会長挨拶続き、瀧幹事による幹事報告、今回は米山留学生

の劉さんの送別会も同時開催でしたので、劉さんにもご参加頂きました。

　18：45 から卓話形式でロータリー情報委員会のオリエンテーションがスタートしました。

　今回はマニュアルを使用せず、山口会員から入会５年未満の会員向けにお話を頂きました。

  《山口会員のスピーチ》

　　ロータリーは誰でも簡単には入会できません。地域で活躍する方で、会員からの推薦があり、理事会に

上程され晴れて入会が認められます。これはとても名誉なことなので、肝に銘じてこれから自己研鑽に努

めなければなりません。

　　ロータリークラブは、今から 113 年前に発足し、日本では 1920 年、98 年前に米山梅吉氏により第一号

東京 RC が誕生しました。

　　ロータリー会員の３大義務は、会費納入・ロータリーの友の購買・例会に出席することです。これが守

られない場合は、会員身分の終結となります。

　　例会中の私語を無くす方法として、会長や幹事、委員長など話を良く聞き、自分がその立場になった時

に対応できるように、日々情報収集に努めてください。真剣に話を聞けば必然的に私語は無くなると思い

ます。会員とのお話がある場合は、例会の前後にすると良いです。

　　ロータリーに「No」は無いと言います。頼まれたら、なるべく断らず対応しましょう。義理の貸し借り

がロータリーの良いところだと思います。

　　常々思うことですが、ロータリーが何かを与えてくれるのではなく、自分が世の為、人の為に奉仕する

ことを心がけてください。

　その後、質疑応答があり、送別会へと移りました。楽しい時間はあっという間で、会員と柴田会員ご夫人

ミトリ様、米山留学生の劉さん、魚：unLOC のスタッフの皆様のお力添えにより、21：00 に無事に終了し

ました。今回携わって頂いた皆様に感謝致します。

米山奨学生：劉　雪菲丹さん送別会

　カウンセラー：鈴木恭浩会員より、劉さんにクラブよりの記念品・バナー・相澤会員、鈴木カウンセラー

よりの記念品の贈呈がありました。

　又、劉さんよりお礼の品として、素敵な本のしおりを全員に頂きました。

　鈴木会員、２年に亘るカウンセラーのお仕事、大変お疲れ様でした。

　 後に全員で劉さんの前途を祝し、「フレー・フレー劉」とお別れのバンザイサンショウを行いお開きとな

りました。



・卓話をさせて頂き感謝、夜間例会楽しいですね。 山口　習明

・魚　アンロックさん。お魚美味しゅうございました。又お邪魔させてください。水庫次期会長、山﨑会長。

　瀧幹事ご苦労さん会是非お願いします。 大家　浩明

・山口会員のロータリー卓話大変勉強になりました。いずれ私も語れるようになりたいです。 草野　宏隆

・山口様の貴重なお話、勉強させていただきました。劉さん２年間楽しく過ごせましたか？淋しくなります。

　今日は美味しいお料理を頂き大変ご馳走様でした。 事務局　西川　典子

・山口会員のオリエンテ－ション卓話ありがとうございました。劉さん、お元気で！益々のご活躍をお祈り

いたします。 中村　和一

・山口さんは、神です。 佐々木　光博

・劉さん、本当に淋しいです。でもこれは門出ですよね。元気で頑張ってください。 水庫　直子

・劉さん、日本の文化を知るものとして日中友好に力を貸してください。 長野　春信

・劉さん、これから中国に帰っても元気で頑張ってください。 斉藤　英明

・桜・さくら・サクラ、何処も彼処も桜だらけ、ピンクの宵闇が悩ましい候です。劉さん卒業おめでとう！

又お土産ありがとうございました。 遠田　毅

・劉　雪菲丹さん卒業おめでとうございます・健康に留意して頑張ってください。船橋東ロータリークラブ

を忘れないでね！ 柴田　正道

・劉さんプレゼントありがとう。時々は当クラブに顔を出してもらいたいけど、本国で頑張ってください。

  藤井　仁毅

・米山奨学生、劉さん今後とも元気で頑張ってください。山口さん「ロータリー情報の話」あらためて情報

の量に感謝いたします。RC の三大義務は生きています。 岡田　敏男

・ドラ短賞、このガタイは見せかけです。 三須　榮光

・ゴルフコンペ、第３位沢山いただきました。ありがとう。 藤井　仁毅

・ドラコン取りました。 瀧　照正

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ３月 29 日　30,000 円 累計　991,000 円

（内　記念事業献金 150,000 円・竹の子掘り券 68,000 円　計 218,000 円含む）

情報委員会オリエンテーション及び

米山奨学生・劉　雪菲丹さん送別会例会　会計報告

日時：2018 年３月 29 日　場所：魚　unLOC

収入の部 単位：円

項　　目 金　　額 備　　考

会 員・ 夫 人 会 費 100,000 5,000 円× 20 名

例 会 食 事 費 108,850 第 1961 回例会

情 報 委 員 会 費 21,150 職業奉仕委員会費

合　　　計 230,000

支出の部 単位：円

項　　目 金　　額 備　　考

講 師 謝 礼 10,000 情報委員会より

パ ー テ ィ ー 費 220,000 10,000 円× 22 名　　魚 unLOC

合　　　計 230,000



第 1962 回例会　2018. ４. ５　晴　司会　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（29 名）中　19 名　65.52％

　欠席：藤代・伊東・平山・大原・守屋・松本・鯨井・斉藤（英）・度会・輪湖・（相澤・柴田）各会員

◎ゲスト　：第２分区ガバナー補佐　国分　裕二様

◎ビジター：東京中央 RC　金子　研一様

　　　　　　東京愛宕 RC　猿田　稚篤様・西原　美夏子様

◎三つのお祝い

　・会員誕生祝い：なし

　・夫人誕生祝い：瀧　あゆみ様

　・結婚祝い　　：大家会員・織戸会員

国分ガバナー補佐

結婚祝い　大家・織戸会員瀧会員夫人　誕生祝い

愛宕ＲＣ猿田様とバナー交換



山 﨑 会 長

　本日は４月第一例会ですので理事会が開催されました、後ほど幹事報告がございます。

　また次年度会長の水庫会員より会長エレクトセミナー研修報告がありました、次年度 RI 会長のテーマや

地区橋岡ガバナーエレクトの方針等セミナーの受講お疲れ様でした。

　クラブの委員長・委員の配属や次年度の事業計画作成等、会員の皆様ご協力をお願いします。

瀧 幹 事

１．地区研修・協議会について

　　日　　時：４月 29 日（日）９：00 ～ 17：00

　　場　　所：アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張

　　出 席 者：水庫・鈴木（隆男）・岡田・織戸・大家・長野・大原・鯨井・度会・山口会員

　　地区委員：山﨑・瀧・山本各会員　13 名

　　※登録はクラブ単位で行います（２Ｆ）　地区委員も２Ｆ受付に

　　※駐車場はホテルが満杯の場合、近くの有料駐車場に入れてください。

２．第２分区親睦ゴルフ大会要項・組み合わせ表が届きました。

　　日　時：４月 17 日（火）雨天決行

　　場　所：鎌ヶ谷カントリークラブ　東・中・西コース

　　参加者：山﨑・瀧・斉藤（英）・大家・度会・鯨井・平山・草野各会員　８名

　　※登録料 5,000 円は事務局にお願いします。

３．船橋西 RC50 周年記念式典について

　　日　時：４月 21 日（土）16：00　点鐘 16：30

　　場　所：ホテルザ・マンハッタン

　　参加者：山﨑・岡田・藤代・佐々木・斉藤（守）・相澤・大原各会員　７名

　　お忘れないようご出席ください。

「回覧物」

　１．日本事務局財団ニュース４月号

　１．米山奨学会より寄付の協力依頼

　１．船橋市国際交流協会ニュース

理事会報告（４月定例）

１．船橋海老川親水市民祭り　協賛について

　　日　時：６月３日（日）　　10 時～

　　場　所：海老川周辺　　　

　　※　協賛金：10,000 円を承認

２．2018 ～ 19 年度 RI 理事指名委員会　指名委員承認について（郵便投票）

　　・指名委員候補　崎山　征雄（習志野中央ロータリークラブ）

　　・補欠委員候補　山田　修平（木更津東ロータリークラブ）

　　※地区提案を承認

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



３．クールビズについて（５月～ 10 月）

　　※承認

４．ミャンマー支援活動について

　　※今年度国際奉仕活動費 100,000 円を承認

５．クラブ一般会計四半期報告（別紙資料）

　　※鈴木恭浩会計より報告　承認

６．2017 ～ 18 年度　会長・幹事慰労夜間例会について

　　日　時：７月 19 日（木）　受付：18：00　　点鐘：18：30

　　場　所：魚　unlock　船橋北本町１－４－４

　　会　費：10,000 円　（会員 5,000 円　クラブ食事費より 5,000 円補填）

　　※承認

７．会長エレクトセミナー報告（水庫会長エレクト）

８．クラブカレンダー製作について

　　※カレンダー製作には賛成　経費はクラブ有志で行う

９．6 月 21 日（木）の例会を夜間例会にする件（昼間夏至コンペを行う）

　　※承認　但し、先月決めた５月 24 日（木）の夜間例会予定を通常例会にする

「報告事項」

　１．平成 30 年・31 年度・船橋市国際交流協会理事

　　　継続：大原俊弘会員

「その他」

　１．４月 26 日（木）の例会は４月 28 日（土）のたけのこ掘り例会（ロータリーデー）に振り替えを承認

◎各委員会報告

　広報統括委員会　委員長　鈴木　恭浩会員

　親睦委員会　　　三つのお祝い

　　　　　　　　　 会員誕生祝い：なし

　　　　　　　　　夫人誕生祝い：瀧あゆみ様

　　　　　　　　　結婚祝い　　：大家会員・織戸会員

　　　　　　　　　会員スピーチ：瀧会員・大家会員・織戸会員

　　　本日の卓話　ガバナー補佐　国分様

　　　　　　　　　東京愛宕 RC　 猿田様・西原様



・第２分区ガバナー補佐　ご協力ありがとうございます。 第２分区ガバナー補佐　国分裕二

・結婚祝いを頂いて感謝。はやいもんだな～あっというまの 40 年でした。次は 50 年迎えられるよう頑張り

ます。 織戸　豊

・妻の誕生祝を頂いてありがとうございました。 瀧　照正

・結婚記念のお祝いを頂きありがとうございました。昭和 58 年（1983 年）４月３日に結婚して、満 35 年を

　迎えました。妻桂子に感謝。 大家　浩明

・国分様、一年間ご苦労様でした。６月 21 日の夏至の日に、恒例の夏至コンペを開催いたします。今後とも

　よろしくお付き合いください。 藤井　仁毅

・ガバナー補佐国分様、本日も興味深い卓話ありがとうございました。東京愛宕 RC 猿田様・西原様ようこ

そいらっしゃいました。 山本　宏子

・国分ガバナー補佐様、一年間ご苦労様でした。あと少し頑張ってください。 鈴木　隆男

・国分ガバナー補佐、後ゴルフだけですが、１年間ご苦労様でした。みなと RC25 周年・IM・他大成功でし

た。 岡田　敏男

・ 御クラブの藤代会員の大学の先輩に当たります。今日は当東京愛宕 RC ５周年記念式典のご案内を兼ね

メークアップさせていただきました。 猿田　稚篤

・いつもマハラジャで大原様にお世話になっております。東京愛宕 RC、ようやく５周年を迎えます。５月

15 日アメリカンクラブへいらしてください。 西原　美夏子

次回予定

　青い鳥ホーム施設長　山本裕子様

４月12日（木）　第1963回例会
　　　　　　　卓話
　　　　　　　「母子生活支援施設
 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

　　　　　　　 母子生活支援施設　青い鳥ホーム

 施設長　山本　裕子様

　　17日（火）　第２分区親睦ゴルフ大会
　　19日（木）　第1964回 例会
　　21日（土）　船橋西RC　創立50周年記念式典

週報今週の担当　　　長野・山本

４ 月 の プ ロ グ ラ ム

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ４月５日　29,000 円 累計　1,020,000 円

（記念事業献金 150,000 円　たけのこ掘り券 68,000 円を含む）


