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大木 武士様

山口会員

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：29 名（27 名）中 16 名

59.26％

欠席：平山・伊東・守屋・松本・大原・長野・三須・鈴木（恭）・斉藤（守）・斉藤（英）・輪湖
（相澤・藤井）各会員
◎ゲスト：NPO 法人船橋宿場町再生協議会

理事長

大木

武士様

卓話：「きらきら眼鏡」公開直前
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水庫会長

本日は大木武士様、お忙しいところようこそおいで下さいました。
後程、映画「きらきら眼鏡」についての卓話をよろしくお願いいたします。
第 100 回夏の甲子園大会が終わりました。秋田県金足農業高校対大阪桐蔭の決勝、金足農業、残念でした
が、とてもすがすがしい戦いぶりで感動しました。
さて、本日は少し過ぎてしまいましたが、「お盆」について話しをさせていただきます。
私の誕生日が８月 14 日で、いわゆるお盆の入りの頃です。
そもそもお盆には、先祖や亡くなった人たちが浄土から地上に戻ってくるといわれています。先祖の精霊
をお迎えし、供養する期間を「お盆」とよんでいます。
東京では新盆と言って７月 15 日を中心に行事を行うことが多いようですが、その他の地域では旧盆と言い
８月 15 日前後としているようです。諸説ありますが、新歴の７月 13 日～ 15 日、農家は農作業に追われる時
期であったため広まらず、農村では月遅れの８月がお盆とされたとのことです。
皆様、なすときゅうりを用いて作る「精霊馬（しょうりょうま）」をご存知ですよね。
地域差はあるようですが、一般的には迎え盆に馬を作り送り盆には牛を。馬は早く先祖の霊に帰ってきて
ほしい、牛はゆっくりあの世へ戻ってほしいとされているなど、意味があるようです。
お盆の時期には、田舎へ戻ってお墓参りをされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。私も毎年お墓
参りは欠かさないようにしています。
やはり最低でも一年に一度くらいは、先祖を想いお墓参りをすることが大切です。

鈴 木（ 隆 ） 幹 事

幹 事 報 告
１．相澤

友夫会員に米山功労者 50 回（メジャードナー：500 万円）に対する感謝状が届いております。

２．ロータリーカード作成及び推進のお願い
2790 地区第１ゾーンロータリーカード推進コーディネーター

櫻木英一郎 PG より

ロータリーカードは使用金額の一定割合が自動的にポリオプラス基金へ寄付に回るカードのシステムで
す。（0.3％～ 0.5％）ご協力をお願いします。
３．「ひがふなフェスタ 2018」協賛のお礼及び、写真展写真募集及び昔あそびボランティア募集のお願い
日

時：2018 年９月 30 日（日）10 時～ 16 時

場

所：JR 東船橋駅

※

船橋東ロータリークラブ献血会場となります。ご協力よろしくお願いします。

４．第２グループ第２回

南口ロータリー付近

会長幹事会のお知らせ

日

時：８月 30 日（木） 18 時～

場

所：音波

船橋店

船橋市本町２丁目２－７

本町プラザビル２Ｆ

（場所が変更になっております）
以下の出欠をお願いします。（必ずご記入ください）
※

ガバナー公式訪問（鎌ヶ谷・東・南 RC）：９月 27 日（木）例会：12：30 ～
場所：船橋グランドホテル

※

2790 地区

年次大会：10 月 28 日（日）点鐘：９：30

場所：ニューオータニ幕張
※

親睦家族旅行：伊勢神宮参拝・賢島

日時：11 月 11 日（日）～ 12 日（月）
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「回覧物」
１．「ロータリー希望の風奨学金」“風の便り”が届いております。
今後も皆様のご協力をお願いいたします。
２．船橋国際交流協会ニュース第 69 号が届いております。
３．ハイライト米山 221 号
４．Rotary

コーディネーター NEWS

2018 年９月号

次週のお知らせ
８月 30 日（木）の例会に外部卓話者をお招きしております。
卓話者：川畑

公男様「我が人生に悔いなし」

社会保険労務士・船橋商工会議所自由業部会部会長（水庫会長の父上）

本日の卓話
「きらきら眼鏡」 公開直前の情報
NPO 法人船橋宿場町再生協議会

理事長

大木

武士様

・８月 18 日、誕生日でした。44 歳、しし座、獅子奮迅頑張ります！お祝いありがとうございました。
鯨井

祐介

・カナノウの準準決勝、対近江戦の９回裏、逆転サヨナラ２ランスクイズ、本当に強烈でした。高岡商業の
山田投手、高校ジャパンおめでとうございます。

大家

浩明

・船橋市民の手作り映画「きらきら眼鏡」メジャーデビューされるようお祈りしております。大木さんご苦
労様です。頑張ってください！

大家

浩明

・大木様本日は「きらきら眼鏡」の映画にまつわる卓話、楽しく聞かせてもらいました。是非映画見に行き
たいです。ララポートですね。

岡田

敏男

・大木様「きらきら眼鏡」の手作り感とても良く伝わってきました。出演される俳優さんがとても渋くてビッ
クリしました。楽しみです。
・大木武士様、本日は卓話をありがとうございました。きらきら眼鏡、観に行きます。

山本

宏子

水庫

直子

・大木武士様「きらきら眼鏡」製作で大変ご苦労したと思いますが、大ヒットを祈念いたします。
鈴木

隆男

・大木様ありがとうございました。映画ファンでもあり、ララポートに観に行きます。

三浦

時子

・藤井先生、早く元気になって戻ってください。「お顔が見える時が待ち遠しいです」

織戸

豊

・NPO 法人大木様、きらきら眼鏡映画の紹介ありがとうございました。

柴田

正道

・「きらきら眼鏡」の成功を祈念します。大木様の卓話感謝、船橋バンザイ！

遠田

毅

・大木武士理事長、きらきら眼鏡のヒット願っています。

山口

習明

今 週 の ニ コ ニ コ BOX

８月 23 日

16,000 円

累計

240,000 円
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次回予定
卓話 「我が人生に悔いなし」
社会保険労務士

船橋商工会議所自由部会

８・９月のプログラム
８月30日（木） 第２回第２グループ会長幹事会
９月６日（木） 三つのお祝い 会員スピーチ
第２回 ガバナー補佐訪問
理事会
13日（木） ガバナー訪問に備えクラブ協議会
20日（木）
27日（木） ガバナー公式訪問：
鎌ヶ谷・東・南３クラブ合同
週報今週の担当

鯨

井

部会長

川畑

公男様
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