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第 1975 回例会　　2018. ７.19

前年度会長幹事慰労夜間例会

　　　　　　　　　　　場　所：魚　unlock

　　　　　　　　　　　時　間：受付：18：00　　点　鐘：18：30　　終了：21：00

　　　　　　　　　　　司　会：草野プログラム委員

◎ロータリーソング　なし

◎本日の出席状況

　出席：29 名（26 名）中　65.40％

　欠席：伊東・守屋・松本・鯨井・藤代・長野・中村・輪湖・斉藤（英）・（相澤・織戸・山口）各会員

◎ゲスト：瀧　照正元会員

　　　　　参加家族：遠田なほみ様・柴田ミトリ様・山崎由起子様

◎メークアップ

　　　　　７／ 12 分　鈴木（恭）・大原・三須～理事会

　　　　　７／ 19 分　中村～理事会

　・点　　鐘：水庫会長

　・会長挨拶：水庫会長

　・幹事報告：鈴木隆男幹事

　・委員会報告なし

　・前会長山﨑会員・前幹事瀧会員に水庫会長、鈴木幹事よりプレゼント贈呈

　・点　鐘：水庫会長

慰労会開始

　・乾杯：パスト会長　遠田会員

　・ニコニコボックス　発表：SAA 三須会員

　・中締めの言葉：柴田会員

水庫会長

　本日は、前年度会長幹事慰労会です。山﨑前会長、瀧前幹事、１年間お疲れ様でした。瀧幹事は残念なが

らクラブをお辞めになりましたが、これからもご縁が続くことを祈っております。

　２回目の魚 unLOC さんでの夜例会、とても楽しみにしておりました。皆様もゆっくりとお楽しみ下さい。

　また報告ですが、以前から申請していた、財団補助金が申請額の通り、認められました。本当に良かった

です。以上、会長あいさつでした。

会 長 挨 拶



鈴木（隆）幹事

１．例会臨時変更のお知らせ

　・船橋南RC

　　１）８月 15 日（水）は定款第８条第１節により休会

　　２）８月 22 日（水）は屋形船にて納涼例会の為、18 時から船宿吉野屋にて

　・鎌ヶ谷RC

　　１）８月 16 日（木）の例会は定款第８条第１節により休会

　　２）８月 23 日（木）の例会は東京湾ディナークルージングの為 18：45 ～からヴアンテアン号船上にて

２．第 17 回ロータリー全国囲碁大会のお知らせ

　　日　時：2018 年 10 月６日（土）　　登録：９：30　　開会式：10：00　　表彰式：16：00

　　場　所：日本棋院本院　１Ｆ対局室

　　主　催：ロータリー囲碁同好会

　　参加料：7,000 円

　　締　切：９月 15 日

３．米山記念奨学会委員長セミナーのお知らせ

　　日　時：2018 年８月 25 日（土）　　受付：13：00　　点鐘：13：30　　閉会：16：30

　　場　所：千葉商工会議所第ホール 14 Ｆ　

　　　　　　千葉市中央区中央２－５－１　千葉中央ツインビル２号館

　　参加者：米山記念奨学会委員長：山口会員出席予定

　　登録料：１クラブ 1,000 円（当日集金）　※締切：８月 15 日迄

４．船橋市国際交流協会より　「高校生海外研修派遣事業」への寄付のお願い

　　派遣対象：船橋市在住の高校生

　　派遣時期：７月 21 日（土）～７月 29 日（日）　迄７泊９日

　　派 遣 先：カリフォルニア州立大学イーストベイ高校付属英語学校

　　募集人数：10 名

　　プログラム：英会話や雨入りか文化の九座など、英語の実践

　　必要経費：１名につき 300,000 円　

　　※寄付申し込みされる方は事務局迄お願いします。

５．地区財団補助金が決定しました。

　・申請額 30 万円に対して、299,970 円（2727 ＄）が決定しました。

　　（満額です）社会奉仕委員会活動よろしくお願いいたします。）

「回覧物」

　・ハイライト米山

　・ロータリー財団クラブ寄付一覧

幹 事 報 告



・水庫直子会長を心から応援しております。体調整わず不参加をお許しください。

 名誉会員　大久保　忠男

・長い間の交誼に感謝します。捲土重来を期します。 瀧　照正

・山崎前会長様、瀧前幹事様、一年間ご苦労様でした。瀧さん、ゴルフ会には名誉会員で参加してください

ね。感謝！ 大家　浩明

・前会長・幹事ご苦労様でした。 柴田正道・ミトリ

・山崎・瀧丸の一年間の航海ご苦労様でした。長いよう位で短い一年間大きな波乱もなく良い年でした。ゆっ

くり休まれて・・・イロウ夜間例会バンザイ！ 遠田　毅

・暑い中慰労例会にご参加ありがとうございました。感謝！水庫年度も会員の皆様よろしくお願いいたしま

す。 山﨑　新一

・瀧幹事一年間ありがとうございました。卒業してもゴルフ会コンペ参加お願いします。 山﨑　新一

・山崎・瀧年度ご苦労様でした。いろいろと大変お世話になりました。謝謝！ 藤井　仁毅

・前山﨑会長、前瀧幹事お疲れ様でした。なんだかわからないけど、三須ちゃんファイト！ 草野　宏隆

・山崎前会長・瀧前幹事一年間ご苦労様でした。お目付け役の２人に感謝の一年です。 鈴木　隆男

・山崎前会長・瀧前幹事、本当にお疲れ様でした。まだまだこれからですが、頑張ります！ 水庫　直子

・前年度会長山﨑様、瀧幹事様、一年間お疲れ様でした。いろいろご指導賜りありがとうございました。今

夜は美味しいお料理ご馳走様です。 事務局　西川　典子

・ご無沙汰しております。平山です。皆さんお元気ですか？来週から例会行きます。 平山　雄一

・久しぶりで申し訳ございません。今後もよろしく。 斉藤　守

・山本先生、船橋総合法律事務所のかさはらさんに入会のお誘いをしてもらいたい、前年度会長。幹事一年

間ご苦労様でした。 岡田　敏男

前年度会長幹事慰労夜間例会　会計報告

収　入 単位：円

項　　目 金　　額 備　　考

会 　 　 　 費 105,000 5,000 円× 21 名（会員 18 名・夫人３名）

例 会 食 事 費 115,000 第 1975 例会

合　　　計 220,000

支　出 

項　　目 金　　額 備　　考

食 　 　 事 　 　 費 220,000 10,000 円× 22 名　魚 unloc

合　　　計 220,000

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ７月 19 日　33,000 円 累計　123,000 円



 

第 1976 回例会　2018. ７.26　晴　司会　中村会員

◎ロータリーソング　「手に手つないで」

◎本日の出席状況

　出席：29 名（25 名）中 15 名　60.00％

　欠席：伊東・守屋・松本・三須・大原・鯨井・平山・斉藤（守）・斉藤（英）・輪湖・（相澤・藤井・山口・

　　　　柴田）各会員

◎ゲ ス ト：第２グループガバナー補佐　　　田中　一邦様（船橋南 RC）

◎ビジター：第２グループガバナー補佐幹事　平野　信夫様（船橋南 RC）

　　　　　　船橋西 RC　山﨑　真弓様

◎卓　　話　2790 地区第２グループガバナー補佐　　　田中一邦様

　　　　　　　　　　　　　　　　 ガバナー補佐幹事　平野信夫様

水庫会長

　先週は前年度会長幹事慰労会、とても盛況でした。ご参加いただきました皆様ありがとうございました。

　本日は、ガバナー補佐、船橋南ロータリークラブ、田中一邦様がご出席です。またガバナー補佐幹事の平

野様、船橋西ロータリークラブの山崎様、当クラブへようこそおいで下さいました。

　田中様は今年度 初の当クラブへのご訪問です。後程、卓話をお願いいたします。

　今日は直近でとても悲しかった出来事をお話させていただきたいと思います。

　先々週になりますが、私の社会保険労務士仲間が 50 歳の若さでこの世を去りました。

　会の役員も一緒にしていて、事務所も近所、歳もひとつ違い、父親同士が社労士でもう 40 年以上の付き合

い、同じ二代目社労士という方です。病名は脳幹出血でした。血圧は高めだったようですが、本当に急なこ

とでいまだに信じられません。昨年の橋岡さんの時と同じように、喪失感がいまだに消えません。

　人の寿命というのは、誰にも分かりませんが、だからこそ常に前を向いて日々悔いの無い生き方をしてい

かなければと、強く感じました。

　今年は特に猛暑ですので、健康にくれぐれも注意して夏を乗り切りたいと思います。

　以上、会長あいさつでした。

会 長 挨 拶

第２グループガバナー補佐　田中一邦様 ガバナー補佐幹事　平野信夫様



鈴木（隆）幹事

１．ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ

　　ガバナーエレクト：諸岡　靖彦 　　地区幹事長：堀口　路加

　　場所：千葉市中央区椿森 3-1-1-302　TEL：043-284-2790　FAX：043-256-0008

　　E-mail　19-20gov@rid2790.jp

２．ドイツ・ハンブルク国際大会について　アンケートが来ております。回覧します

　　日　時：2019 年６月１日～５日　です。

３．奉仕プロジェクト推進セミナーのお知らせ

　　日　時：９月 16 日（日）登録：12：30　　点鐘：13：00　　閉会：15：45

　　場　所：TKP ガーデンシティ千葉　千葉市中央区問屋町１－ 45

　　参加者：奉仕プロジェクト委員長・国際奉仕：大原委員長

　　　　　　社会奉仕：長野委員長・職業奉仕：大家委員長・青少年奉仕：鯨井委員長

　　登録料：１クラブ 3,000 円　　締切：８月 31 日（金）迄

４．親睦旅行のお知らせ

　　日　時：2018 年 11 月 11 日（日）～ 12 日（月）　（11 月８日（木）の例会を振り替え）

　　場　所：伊勢神宮参拝・賢島宝生苑

　　参加費：新幹線（東京～名古屋～伊勢神宮～賢島宝生苑１泊）５万円程度

　　※２名部屋１名 4,000 円・３名部屋１名 2,000 円追加となります。

　　※２日目の観光組（賢島～鳥羽５時間観光コース）参加者負担

　　※ゴルフ組は賢島カントリークラブ自己負担

５．母子生活支援施設「青い鳥ホーム」夏祭りのお知らせ

　　日　時：８月 18 日（土）　16：00 ～ 18：00

　　場　所：青い鳥ホーム園庭

各委員会報告

　各委員会報告（続き）

　　　本日の卓話　　船橋東 RC クラブ一回目訪問

 2790 地区第２グループガバナー補佐　田中一邦 様　

　船橋東 RC の皆さんこんにちは、2018 － 2019 年度 2790 地区第２グループの橋岡久太郎年度ガバナー補佐

を仰せつかりました、船橋南ロータリークラブの田中一邦です。

　本日は補佐幹事の平野信夫さんと一緒に橋岡久太郎ガバナー方針と地区行事、第２グループの行事につい

てお伝えしたいと思います。

　初めての訪問なので自己紹介を致します。出生地は北海道十勝です。72 歳になります。接骨鍼灸マッサー

ジ院の経営、レセプト求代行業、小規模通所介護などをやっています。北海道、長沼には 102 歳の母がおり、

寝たきりですが顔色は良く元気です。毎月一回訪問し、マッサージをしたり、習いたての尺八を聴かせてい

ます。

幹 事 報 告



　大学では、「平和委員会」でベトナム戦争反対や成田空港反対など、デモと罵声に明け暮れていました。そ

んな毎日に空しさを感じ、二年で中退し、旅先で皿洗いなどのアルバイトしながら世界無銭ヒッチハイクの

旅に出かけました。パリでは今につながる様々な出会いがありました。東洋医学、妻、etc・・・出会い３週

間で結婚、一緒にアルジェリアのサハラ砂漠、まで行きました。・・・砂漠がどれほど暑いか！オアシスの

プールに飛び込むとあっという間に乾く・・・「アラビアのロレンス」の映画にあるような美しい砂漠の砂丘

で「枯れ死！」の恐怖を体験しました。妻の妊娠を機に帰国。その後も生きる意味を求める「心の旅」は続

いていましたが、29 歳のある日、マクドナルドの喫茶店で「一邦よ、生きよ、お前が生きているだけで嬉し

い」の女神の言葉で人生の意味を求める旅は終焉しました。今年 11 月のキリマンジャロ（5.895 Ｍ）登頂し

ます。高山病だけが問題ですが、50 年ぶりのアフリカ。頂上で「荒城の月」尺八吹奏に挑戦します。

　橋岡久太郎ガバナーは私より一回り若い 60 歳。とっても気さくでカッコいい男です。三歳で能楽初舞台を

踏み、日本の文化遺産である伝統芸能「能楽」を世界各国に広めています。能楽「船弁慶」の「おもしろ勉

強会」に参加し、舞台も鑑賞しましたが、これからも伝統文化に対する知識を深め良い国際人になりたいと

思っています。橋岡ガバナーの地区テーマは［伝統と未来］～誇りと連帯感～です。RI 会長イアン・ライズ

リーの「インスピレーションになろう」を受けて、橋岡久太郎ガバナーは「地域で、地区で、世界でそれぞ

れの感動・心を打つ魂を揺さぶる新たな人道的サービスに取り組む」と言っています。又、「マイロータリー

への」登録、「会員増強と親睦」と「財団への寄付」2019 年６月１日から始まるドイツのハンブルグ国際大

会へのお誘いもしています。

　ガバナー補佐の仕事は橋岡ガバナーの地区方針を皆様に実行していただくこと。詳しくは４月 29 日「地区

研修・会長エレクと研修」にありますので重複避けますがクラブごとの課題を的確にガバナーに報告し助言

やアドバイスを得、クラブと地区をつなぎ、クラブの活性化をお手伝いすることだと聞いています。

　第２グループの行事ですが、

　①　報研究会テーマは「職業奉仕」が与えられています。：He profits most who server best．（ もよく

奉仕するもの も多く報いられる。）

　②　IM は「平和フェロー」がテーマです。私が２年にカウンセラーをしたデンマークの IDA さんが一年

ぶりに来日し私の家族と房総半島を遊び、昨日は船橋南クラブに通訳の私の娘と一緒に来ました。カウ

ンセラーはとても楽しいです。

　③　近々に迫った、「ポリオ撲滅」に向け、チャリティボウリング大会を予定しています。

　ロータリークラブが、「挑戦する勇気」をくれました。非力の私ですが、少数精鋭 14 人の会員の船橋南 RC

クラブ全員が応援してくれるので、きっと面白いいい１年間になる予感がします。船橋東 RC クラブの皆様

これからの１年間、温かい応援とご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。



・一年間ご支援よろしくお願い申し上げます。本日はありがとうございます。 田中　一邦

・田中ガバナー補佐、平野ガバナー補佐幹事、お暑い中当クラブにおいでくださってありがとうございまし

た。一年間よろしくお願い申し上げます。 織戸　　豊

・第２グループガバナー補佐、田中様、含蓄のある卓話ありがとうございました。 大家　浩明

・ガバナー補佐田中一邦様、私とほぼ同時代であり学生運動のすごい時代でした。橋岡ガバナー年度一年間

頑張りましょう。会員増強が一番大事です。 岡田　敏男

・田中ガバナー補佐、平野補佐幹事一年間よろしくお願いします。山﨑様、船橋東 RC にようこそ。

 鈴木　隆男

・“キリマンジャロで尺八を”田中一邦ガバナー補佐本日は訪問ありがとうございました。健康に気をつけて

夢の実現を！ 遠田　　毅

・本日はガバナー補佐田中一邦様、ガバナー補佐幹事平野様、おいで頂きありがとうございます。

 水庫　直子

・田中ガバナー補佐、卓話ありがとうございました。倫理を大事に今年も頑張りたいと思います。

 山本　宏子

・田中様、貴重なお話ありがとうございました。興味深く拝聴いたしました。 三浦　時子

次回予定　　会員スピーチ

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ７月 26 日　11,000 円 累計　134,000 円

８月２日（木）　三つのお祝い　会員スピーチ

　　　　　　　理事会

　　９日（木）　

　　16日（木）　お盆休み休会（定款により）

　　23日（木）　卓話：「きらきら眼鏡」

　　　　　　　NPO法人船橋宿場町

 再生協議会　大木武士様

　　30日（木）　第２回第２グループ会長幹事会　

週報今週の担当　　　山　本

８ 月 の プ ロ グ ラ ム


