
BE THE INSPIRATION

第 1977 回例会　2018. ８. ２　晴　司会　山口会員

　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：29 名（29 名）中　20 名　69.00％

　欠席：伊東・平山・守屋・松本・鯨井・長野・斉藤（英）・鈴木（恭）・輪湖　各会員

◎８月三つのお祝い

　・会員誕生祝：織戸・水庫・鯨井・大家・伊東　各会員

　・ご夫人誕生祝：伊東孝枝様・三須寿美枝様・草野真由美様・守屋紀子様

　・結婚祝：山﨑会員
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水庫会長

　昨日は船橋親水公園の花火大会でした。私は自宅マンションの４階から見ておりました。

　さて会長になり、早１ヶ月が過ぎました。12 分の１です。このような感じで日々過ぎていくのでしょうか。

　本日は、11 月に予定しています、当クラブの親睦旅行「伊勢神宮」について少しだけお話したいと思いま

す。

　伊勢神宮と言えば、三重県にある日本ではとても有名な場所で、一生に一度は訪れたいと考えている方も

多いのではないでしょうか。

　伊勢神宮は大きく分けて内宮（ないくう）と外宮（げくう）の二つがあり、皇室の祖先である内宮は約

2000 年の歴史があり、天照大御神を祀っています。外宮は約 1500 年の歴史があり天照大御神の食事を司り、

産業の守り神である豊受大御神（とようけのおおみかみ）が祀られています。

　内宮と外宮は離れているため、観光では内宮のみ参拝する人が多いですが、まず外宮を参拝してから内宮

に参拝するのが正しいとされています。

　伊勢に作られた理由としては、約 2000 年前の垂仁天皇の時代に第四皇女、倭姫命（やまとひめのみこと）

が天照大神を鎮座させる地を求めて旅をし、伊勢国を訪れて決めたと言われています。日本書記によると、

その時天照大御神は「この神風の伊勢の国は、都から離れた傍国ではあるが、美しい国である。」と言われた

とのことです。

　是非ご参加いただいて、歴史が刻まれた聖地を見ていただきたいと思います。

鈴木（隆）幹事

１．2018 ～ 19 年度地区大会のお知らせ　（例会振り替え：10 月 25 日）

　　大会第１日：10 月 27 日（土）　会長・幹事出席

　　　場　所：ホテル　ザ・マンハッタン 　千葉市美浜区ひび野２－ 10 －１

　　　登　録：12：30 　点鐘：13：00　　RI 会長晩餐会：17：30　　17,000 円　

　　大会第２日：10 月 28 日（日）会員全員

　　　場　所：ホテルニューオータニ幕張 　千葉市美浜区ひび野２－ 120 －３

　　　登　録：８：30 　点鐘：９：30

　　大会登録料：会員・事務局は無料　　家族：3,000 円

　　※申し込み締め切り：８月１日～９月 14 日　WEB 登録です。

　　※例会ですので全員登録です。欠席の無いようお願いします。

２．ガバナー事務所・エレクト事務所夏季休業のお知らせ

　　期　間：８月 13 日（月）～８月 17 日（金）

３．第 38 回「船橋をきれいにする日」実施に関する市民会議のお知らせ

　　日　時：８月 30 日（木）　時間 　受付 13：00　　開会：13；30

　　場　所：船橋市役所 11 Ｆ　大会議室　

　　出席者：長野社会奉仕委員長

４．次週８月９日（木）は外部より卓話者をお呼びしております。

　　卓話「会員増強について」　卓話者：大宮西 RC　荒井　信夫様

　　欠席のないようお願いいします。

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



◎各委員会報告

　雑誌会報委員会：

　　ロータリーの友今月の見どころ

　　　縦組み（会員増強に成功するヒント・女性ゼロクラブろゼロに）

　　　横組み（各クラブがＥクラブ設立・成田山開墓 1080 年を祝い植樹　成田 RC）

　国際奉仕委員会

　　大原委員長：今年度の活動方針・計画について

　３つのお祝い

　　会員誕生日　織戸会員８日　水庫会長 14 日　鯨井会員 18 日　大家会員 22 日　伊東会員 25 日

　　夫人誕生日　伊藤孝枝夫人７日　三須寿美枝夫人 18 日　草野真由美夫人 20 日　守屋紀子夫人 25 日

　　結婚記念日　山﨑会員８日

　　　本日の卓話

　　　　　　　　　　　会員スピーチ 織戸会員・水庫会長・大家会員・草野会員・山崎会員

◎理事会報告（８月定例）

１．国際奉仕委員会事業（前年度確定事業：佐々木前国際奉仕委員長視察）

　　・ミャンマー小学校支援（補修事業）について

　　・予算：約 1000 ドル程度

　　※ 大原国際奉仕委員長が 10 月にミャンマーに行くのでその時、補修費を渡し、修理をしてもらい雨季の

終わる、来年４月～６月の間にクラブ会員が訪問する。予定とする。

２．ガバナー公式訪問のスケジュールについて

　　日　時：2018 年９月 27 日（木）３クラブ合同：鎌ヶ谷 RC・船橋東 RC・船橋南 RC

　　場　所：船橋グランドホテル

　　「スケジュール」

　　・会長幹事との懇談会：10：50 ～ 11：35　会長・幹事・次年度度会・草野

　　・例　　会：12：30 ～ 13：30

　　・記念撮影：13：30 ～ 13：50　クラブごと

　　・協 議 会：13：50 ～ 14：50

　　　　第１部　発表　会　　長「クラブの課題と対策」

　　　　　　　　　　　各委員長：２委員会程度　各委員会発表は、

　　　　　　　　　　　　　　　　会員増強活性化統括委員長：岡田会員

　　　　　　　　　　　　　　　　国際奉仕委員：相澤会員に決まる。

　　　　第２部：ガバナー講評

　　　　質疑応答

３．親睦旅行：伊勢神宮参拝・賢島観光について（11 月８日例会振り替え）

　　日　時：11 月 11 日（日）～ 12 日（月）１泊２日

　　宿　泊：賢島宝生苑

　　参加費：１名 50,000 円程度

　　クラブ補填費：親睦委員会費 15 万円・例会食事費 10 万円　合計 25 万円を補填することを承認



４．気仙沼南 RC 創立 50 周年記念式典について

　　日　　時：10 月 20 日（土）　場所：サンマリン気仙沼ホテル観洋

　　参 加 者：水庫会長・鈴木幹事・佐々木パスト会長・岡田前ガバナー補佐夫妻

　　　　　　　藤代 40 周年記念実行委員長夫妻　　　合計７名

　　宿泊場所：気仙沼プラザホテル　気仙沼市柏崎１－１　TEL 0226 － 23 － 1313

　　宿　　泊：水庫・鈴木・佐々木　シングル３部屋　岡田：ツイン１部屋

　　宿 泊 料：8,790 円（各自負担）

　　※レンタカー使用料などクラブ補填金について

　　　◎ レンタカー代５万円と気仙沼南 RC へのお土産１万円程度（事務局から発送する）の補填が承認さ

れた。

５．会費未納者について

　　※７月末現在会費未納者は５名　（長期欠席者２名）に再度督促状を送る

　　　（クラブ定款第 14 条「会費」第３節 祇により対応することを承認）

６．SAA の補充について

　　※副 SAA に三浦　時子会員にお願いすることを承認。

「その他」

　１．８月９日（木）の卓話者：大宮西 RC　荒井　信夫様に卓話料１万円でお願いしました。

　２．９月 20 日（木）の卓話：かものはしプロジェクトに卓話料１万円

・永らく欠席して誠に申し訳ありませんでした。ご迷惑をおかけしましたが、私も後期高齢者の仲間入り、

ゆっくりとロータリーライフを復活したいと思います。 相澤　友夫

・三つのお祝い感謝します。 相澤　友夫

・斉藤守先生、先日先生主催のゴルフコンペは盛大に行われて誠におめでとうございます。立派な景品も皆

喜んでいます。 相澤　友夫

・藤井先生「りん」では不義理をしました。これから再び参加させていただきたいと思います。川口和子さ

んをゴルフに誘ってよろしいでしょうか？ 相澤　友夫

・水庫会長・鈴木幹事様、足を引っ張らないようにします。 相澤　友夫

・素晴らしいカレンダーを頂いて、中村さんありがとうございます。 相澤　友夫

・織戸会員の奥様の愛情がこもった「うちわ」ありがとうございます。ところで「うちわの話」ですが、水

庫会長「女ぷり」が一段と輝いています。 相澤　友夫

・毎日真夏日が続いています。織戸会員、毎年のミニ団扇夏のご挨拶ありがとうございます。

　ミニうちわ　ホット一息　古希の夏。 遠田　　毅

・織戸さん、素敵なウチワありがとうございます。清々しい風を送り続けてください。 斉藤　　守

・織戸会員、豆団扇ありがとうございます。猛暑の夏に束の間の涼しさに感謝です。 鈴木　隆男

・猛暑お見舞い申し上げます。織戸さん団扇ありがとう。皆様も熱中症にご用心ください。 藤井　仁毅

・織戸会員、豆団扇頂きありがとうございます。水庫会長、女子会楽しみにしています。 山本　宏子

・お誕生祝いを頂来ましてありがとうございます。 水庫　直子



・誕生お祝いを頂いて感謝です。「あと何回できるのかな～」なんてちょっと思ってしまうこの頃です。

 織戸　　豊

・誕生祝を頂いてありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。 大家　浩明

・結婚祝いを頂きありがとうございます！！向上心の高いパートナーと 20 年となりました。 山﨑　新一

・家内、真由美の誕生祝をありがとうございます。この夏にも負けずに元気な 50 代です。 草野　宏隆

・（祝）甲子園出場。二松学舎大付属高校、２年連続で出場します。孫もチアーリーディング部で応援出場し

ます。ご声援よろしく。東京代表です。 山口　習明

・８月は会員増強・拡大月間です。来週８月９日は大宮西 RC、公認会計士荒井伸夫先生、会員を３倍に増

やした秘訣が聴けるかご期待ください。 岡田　敏男

・皆様のお顔が見られて幸せです。又参加させてください。 柴田　正道

・相澤さん、お久しぶりです。お盆の里帰りですか？これからはふらふら出かけないでください。みんなが

淋しく思います。 織戸　　豊

・織戸さん、毎年素敵なウチワありがとうございます。猛暑乗り切ります。 三浦　時子

次回予定

　８月９日（木）　第 1978 回例会

　　　　　　　　 大宮西 RC：新井様による会員増強の卓話

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ８月２日　63,000 円 累計　197,000 円

８月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　　　草　野

８ 月 の プ ロ グ ラ ム


