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相澤友夫会員

水庫会長と会員誕生日の遠田会員と岡田会員

第２グループガバナー補佐

司会

田中

一邦

様

草野会員

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（27 名）中

14 名

52.00％

欠席：藤代・伊東・平山・守屋・松本・長野・鯨井・大原・斉藤（守）・鈴木（恭）・三浦・山本・輪湖・
（山口・柴田）各会員
◎ゲスト：第２グループガバナー補佐
同

補佐幹事

田中

一邦様

平野

信夫様
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◎ビジター

東京中央 RC

金子
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研一様

◎９月三つのお祝い
・会員誕生祝い

：遠田・輪湖・岡田各会員

・ご夫人誕生祝い：斉藤久子様・度会亜矢子様・中村美鈴様
・結婚祝い

：三須・中村・三浦各会員

会 長 挨 拶

水庫会長

本日は、北海道で午前３時頃に震度６強の地震が起こったとのことで、災害に遭われた方にお悔やみ申し
上げますとともに、日頃の備えが大切と強く感じました。
ガバナー補佐、田中一邦様、ガバナー補佐幹事平野様、東京中央ロータリークラブ、金子研一様、ようこ
そ当クラブへおいでくださいました。
さて去る９月３日（月）に大宮西ロータリークラブへ、岡田会員と共に訪問してまいりました。会員数 120
名を超えるマンモスクラブです。埼玉県で１番の人数とのことです。
８月に大宮西ロータリークラブ、荒井伸夫さんに会員増強についての卓和をしていただいたご縁で、こち
らからも例会の様子を見させていただきたく、二人でお邪魔してきました。
バナーの交換も致しました。
12 時頃から先に食事をし、12 時半から例会開始、13 時半までの１時間、びっちりと例会時間です。当ク
ラブは 12 時半から食事開始、12 時 45 分頃から実質の例会が始まりますので、やはり密度が違うと思いまし
た。
まずは「ロータリーの目的

４項目」の唱和からスタート、４つのテストも続いて唱和していました。お

そらく毎週。
丸テーブル 12 卓は壮観です。ウチで言えば、第２グループ全体で集まるよりも多い感じです。
ただ、出席人数はこの日は 82 名とのことで、メーキャップなど含めて 68.33％との報告あり、これはこれ
で問題です、と会長がおっしゃっていました。
例会の雰囲気はといいますと、大人数ですが、進行が粛々とすすみとても静粛でした。
印象に残ったのは、人数が多いこともあり、任意の同好会が色々とあり、それぞれのグループが近況報告
や、お知らせを発表していたことです。
女性グループ８名でのランチ会、朝の清掃もされていると聞き、感心しました。
当クラブですが今年度、３名は会員を増やしたい、と切に願っております。
皆様、どうかご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

幹 事 報 告

鈴 木（ 隆 ） 幹 事

１．献血活動のお知らせ
日

時：2018 年９月 30 日（日）10：00 ～ 16：00

場

所：JR 東船橋駅南口 「ひがふなフェスタ」会場

※初めての会場での開催です。会員・ご家族・社員の皆様のご協力をお願いいたします。
※出欠をとります。
※献血可能者は献血の欄に○印をお願いします。
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２．第２グループ情報研究会のお知らせ（全員登録）
・日

時：2018 年 10 月 17 日（水）登録：13：30

点鐘：14：00

閉会：16：20

・懇親会あり（車はご遠慮ください）
・場

所：船橋グランドホテル

・参加対象：会員全員登録
・登録料：１名 3,000 円（クラブ食事費を充当）
・統一テーマ：「わかりやすいロータリー」～職業奉仕を再考する～
・開催方法：

わかりやすいプレゼンテ－ションと対話形式の質疑応答

・プレゼンター：地区奉仕プロジェクト統括委員会

平野弘和委員長

※出欠を取ります。回覧
３．第 38 回「船橋をきれいにする日」の実施について
日

時：2018 年 11 月 18 日（日） ９：00 ～ 11：00 （小雨決行・荒天中止）

実施地区：全市域
１）中央会場：天沼弁天公園
２）地区会場：54 小学校

「回覧物」・バギオたより
理事会報告（９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：1000 ドル８月理事会の承認事項。

※大原会員がミャンマーに行く時、上記 1000 ＄を預ける

10 月末出金承認について

※承認
２．献血活動について
日

時：９月 30 日（日） 10：00 ～ 16：00

場

所：ひがふなフェスタ会場

JR 東船橋駅南口

経費について（５万円：お土産・参加者食事代） 参加者確認
※参加者には 500 円の“ひがふなフェスタ出店券”を差し上げる
※会員にも食事券代わりに同券を差し上げる
※日赤より「献血予定者の数」の用紙を、会員各事業所に参加を呼びかけ、各自より日赤に FAX で報
告してほしいとの要望がありました。
３．第２グループ情報研究会について
・日
登
・場

時：2018 年 10 月 17 日（水）
録：13：30

点鐘：14：00

閉会：16：20

懇親会あり

所：船橋グランドホテル

・参加対象：全員対象（全員登録）
・登録料：3,000 円

※例会食事費を充当

・テーマ：「わかりやすいロータリー」～職業奉仕を再考する～
・開催方法：わかりやすいプレゼンテーションと、対話形式の質疑応答
・プレゼンター：地区奉仕プロジェクト統括委員会
※参加者確認

平野弘和委員長
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４．ガバナー公式訪問について
日

時：９月 27 日（木）会長幹事との懇談会：10：15 ～ 10：55

食

事：各自 12 時～開始

例

会：12：30 ～ 13：30

記念撮影：13：30 ～ 13：50

協議会：13：50 ～ 14：50 （１クラブ 20 分）
発

表：水庫会長

相澤会員：国際奉仕について

岡田会員：会員増強について
場

所：船橋グランドホテル

◎当日はジャケット・ネクタイ着用・バッチ
※参加者確認
５．11 月は５週あるので、第４週の 11 月 22 日（木）を夜間例会にする。
※承認
６．会長タスキ・幹事タスキの購入について（水庫会長より提案）
会長タスキ：19,440 円

幹事タスキ：14,040 円

※承認 （SAA・親睦委員も率先してタスキをかける）
７．会員増強案として
・神谷俊倫様・丹羽浩道様・岡

直樹様の勧誘を行う。

会長他お声かけに御邪魔する。
◎各委員会報告
雑誌会報委員会

「ロータリーの友

９月号」見どころ

社会奉仕委員会

「９／ 30

会員増強委員会

「大宮西 RC 訪問報告」

草野委員長

献血活動について」

米山奨学会委員会 「米山功労者

織戸副委員長
岡田統括委員長

第 50 回メジャードナー相澤友夫会員

感謝状贈呈

度会統括委員長

◎３つのお祝い
会員誕生日

９／６

遠田会員

・

９／ 14

輪湖会員

・

９／ 23

岡田会員

夫人誕生日

９／ 12

斎藤久子様

・

９／ 15

度会亜矢子様

・

９／ 15

中村美鈴様

結婚記念日

９／ 11

三須会員

・

９／ 16

中村会員

・

９／ 29

三浦会員

本日の卓話
ガバナー補佐訪問
第２グループガバナー補佐

・誕生祝いを頂いて “誕生日

田中

一邦

様 （船橋南 RC）

冥途の旅の一里塚、ありがたくもあり、ありがたくもなし”

古希を過ぎ人生の玄冬の期に入り終活を考えるようになり寂しい限りです。

遠田

毅

・結婚して 21 年目に突入しました。これからも末永く円満にしていけるよう努力いたします。ワイン美味し
くいただきます。ありがとうございます。

三須

榮光
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・妻の誕生祝と結婚祝いを頂きました。ありがとうございました。

中村

和一

・９月 23 日で 72 歳、戌年です。誕生日祝いありがとうございます。あと何年仕事も、RC もまだまだ出来
るかな。

岡田

敏男

・妻の一言“花より団子”

度会

一也

・米山功労者メジャードナーを頂いて、たくさんの人たちのお蔭です。

相澤

友夫

・金子会員ようこそおこしいただきましてありがとうございます。あらためて“海老川親水市民祭り”での
ご協力ありがとうございました。

相澤

・水庫会長・岡田さん会員増強の件で埼玉迄ご出席頂きご苦労様でした。

友夫

相沢友夫

・会員増強に全力で頑張りましょう！大宮西 RC にはくらべものにならないが、１人でも２人でも増やしま
しょう。
・藤井先生、お顔が見えて嬉しいです。金子さん、たまには東クラブに来てください。

岡田

敏男

織戸

豊

・私へのお見舞い及び妻に対するご香典、クラブからのお心ずかい感謝いたします。
・田中ガバナー補佐様・平野補佐幹事様。本日はありがとうございました。ガバナー公式訪問もよろしくお
願いいたします。

大家

浩明

・田中一邦ガバナー補佐様・平野ガバナー補佐幹事、本日は卓話をありがとうございました。９／ 27 のガバ
ナー公式訪問よろしくお願いいたします。

水庫

直子

・田中ガバナー補佐・平野ガバナー補佐幹事、訪問ありがとうございます。あと 10 ケ月よろしくお願いいた
します。
・田中ガバナー補佐。補佐幹事平野様、ご苦労様です。

鈴木

隆男

斉藤

英明

・田中ガバナー補佐お久しぶりです。昔からの人柄変わりません円。米山奨学事業のロータリーの真の狙い
をきちんと話されて感服いたしました。

今 週 の ニ コ ニ コ BOX
次回予定

相沢
９月６日

52,000 円

累計

友夫

298,000 円

９月 13 日（木） 第 1982 回例会
ガバナー補佐訪問に備えクラブ協議会

９月のプログラム
９月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
30日（日） 献血活動
（ひがふなフェスタ会場）

週報今週の担当

中

村
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