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ガバナー公式訪問（鎌ヶ谷RC・船橋東RC・船橋南RC３クラブ合同）

場所：船橋グランドホテル
 

第 1984 回例会　2018. ９. 27　雨のちくもり　司会　平野信夫　ガバナー補佐幹事（船橋南 RC）

　国歌「君が代」　ロータリーソング　「我等の生業」

◎本日の出席状況

　出席：29 名中（27 名）中　18 名　66.66％

　欠席：伊東・藤代・平山・大原・守屋・松本・斉藤（英）・斉藤（守）・輪湖・（柴田・山口）各会員

◎ゲスト　国際ロータリー第 2790 地区ガバナー　橋岡久太郎様（佐倉中央 RC）

　　　　　随行者：萩原勇作様（佐倉中央 RC）・齋藤初美様（佐倉中央 RC）・岡野　敦様（佐倉中央 RC）

水庫会長

　本日は、３クラブ合同、ガバナー公式訪問です。

　それに先立ちまして、会長幹事、次年度会長幹事と、ガバナーとの懇談会が行われました。

　ガバナーからは、特に会長がクラブの活動を楽しんで下さい、とお言葉をいただきました。

　ガバナーからお伝えいただいたことは、主に２つ。

　クラブとして、ロータリーカードを作成して下さいとのこと。これは、カード決済額の 0.3％がポリオ活動

に自動的に寄付される仕組みになっているということです。

　もう１点は、「世界の子ども達へ自転車を」というプロジェクトで、これは放置自転車の活用を各自治体に

確認して協力を仰げないかどうか、お願いしてほしいということです。

　ガバナーからは、当クラブの活動計画書が大変充実していると、言っていただきまして、大変光栄に思っ

ております。

　お忙しい中、船橋に来ていただきまして、本当にありがとうございました。

鈴木（隆）幹事

　１．10 月のロータリーレートは１ドル 112 円です。

　２．９月 30 日（日）はクラブ創立以来の献血活動です。

　　　場　所：JR 東船橋南口　「ひがふなフェスタ会場」

　　　時　間：10：00 ～ 16：00　　担当者集合：９：30

　　　今年度より新しい会場で行います。各クラブの皆様もご協力お願い申し上げます。

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



第 2790 地区　鎌ヶ谷・船橋東・船橋南ロータリークラブ 合同　ガバナー公式訪問

　まず 初に東クラブさんの活動計画に内容の濃さに驚きました。

　米山とロータリー財団大切さを実感してほしい。

　2018 － 19　RI 会長のバリー会長の取組についてポリオの撲滅を 重要課題として上げています。

　女性会員の増強進めています、世界のガバナー約３割が女性です。

　そして2790地区の30代のロータリアンはなんと0.5％にしか満たないこの現状を踏まえて会員増強に貢献

した頂きたい。

　各クラブの会長はロータリーを誰よりも楽しむ１年にして欲しい。

　 後に今年の地区大会は大いに盛り上がる様に指向を駆使していますので全員参加と 後まで楽しんで頂

きたい。

クラブ協議会

　第一部　各クラブ発表

　　　　　鎌ヶ谷ロータリークラブ

　　　　　　会長　　　　　　　　　　　　服部　裕介　氏

　　　　　　奉仕プロジェクト委員長　　　徳永　晶子　氏

　　　　　　社会奉仕委員長　　　　　　　星本　慎児　氏

　　　　　船橋東ロータリークラブ

　　　　　　会長　　　　　　　　　　　　水庫　直子　氏

　　　　　　会員増強・活性化統括委員長　岡田　敏男　氏

　　　　　　国際奉仕委員会　　　　　　　相澤　友夫　氏

　　　　　船橋南ロータリークラブ

　　　　　　会長　　　　　　　　　　　　田中　宥祥　氏

　　　　　　クラブ運営委員長　　　　　　桜丘　けい子氏

　　　　　　会員増強・活性化委員長　　　田中　宥祥　氏

　　　本日の卓話

　 2018 － 19 年度　ガバナー　橋岡　久太郎　氏　（佐倉中央 RC）

　　１）RI 会長テーマ「インスピレーションになろう」

　　２）地区テーマ「伝統と未来」

　　３）伝統とは、100 余年におよぶロータリーの歴史と「４つのテスト」

　　　　未来とは、間もなく訪れる「ポリオゼロ」宣言

　　　　ロータリーが 1985 年ポリオ撲滅活動を立ち上げて以来発症率 99.9％減、疾病との戦いにおけるロー

タリーの成果 25 億人の子ども達にポリオの予防ワクチンを提供

　　４）地区サブテーマ　～誇りと連帯感～

　　５）ロータリー創世以来の理念を忠実に守り実践　地域、世界で貢献している会員たち　信頼の絆で友

情を育むその姿をお近くの樣々な方に見せてください。



　　６）クラブの皆樣へ

　　　　　2018 － 19　年度の RI　会長テーマをよく理解して頂き、愉しく充実したクラブライフをお過ご

しください。その姿をお近くの樣々な方に見せてください。

　　７）地区運営ビジョン

　　　①　今こそ「ロータリークラブとは」「ロータリアンとは」の世間一般からの問い掛けに一人一人が明

確に自分の考えで答えられる樣に、改めてロータリーの素晴らしさを再考されてください。

　　　②　世界のロータリーは、激動変革の時代を迎えています。日本のロータリーもその流れから外れる

事は許されません。

　　　③　しかし、日本のロータリーが 100 年近い歴史の中で、ロータリー創世以来の理念を忠実に守り実

践してきた良き伝統を誇りに思い、胸を張って継続して行くべきだと考えます。

　　　④　伝統とは、継続してきた旨を理解し守るものですが、同時に、立ち止まってはいけないものでも

あります。

　　　⑤　マイロータリーに登録されてください。お役に立つ樣々な情報を見ることができます。

　　８）私たちの標語「超我の奉仕」からインスピレーションを得てください！

　　　　地区チームは皆樣方の、クラブライフの充実とご成功を全力で応援いたします。

　　９）　2019 年　国際大会のご案内（６月１日～５日　ドイツ・ハンブルグ）

ガバナー訪問発表  

 国際奉仕委員会　相澤　友夫

１．今年度当委員会の活動方針と活動計画について大原委員長の大いなる夢（資料参考）

２．当クラブ水庫直子会長の想いと所信表明

　　〈お互いに助け合い、相手を認めることで、一緒に何かを成し遂げようという「想い」が芽生えます。　

　　まずは、会長となる自分自身が皆様への感謝を伝えられるような活動をしてゆきたいと考えています〉

　　まさに「インスピレーション」です。

３．橋岡ガバナーへの期待

　　「伝統と未来」～誇りと連帯感～

「クラブの課題と対策、運営方針」　 会長　水庫直子 

　当クラブ、42 年の歴史で初の女性会長を仰せつかりました。責任の重さで身がひきしまる想いです。しか

し、本日ガバナーより「クラブの活動を会長が一番楽しんで下さい」とのお言葉をいただき、少し気が楽に

なりました。

　当クラブは、現在会員数 29 名です。前年度は 32 名でしたが、それぞれ事情があり、会員数が減少しまし

た。

　今年度のクラブのスローガンは「感謝の気持ちを持とう」、目標は会員が毎週楽しく例会に出席できるよう

なクラブの雰囲気を作ることです。そのためには、お互いに「感謝」の気持ちを持って行動しようと呼びか

けています。

　色々な活動を行うためにも、やはりある程度の人数が必要となりますので、１人でも多く会員数を増やし

ていきたいです。

　そのためにも、毎週の例会プログラムをより内容の濃いものにしていくよう努力しております。外部卓話、



会員の卓話を半数ずつで行っております。

　当クラブの良いところは、奉仕プロジェクトに積極的で、「これをやろう！」と決めたら、一致団結して目

標に向かって行動する活発さです。

　要望としては、卓和者の選定に頭を悩ませておりますので、月間テーマに因んだ卓和をしていただける講

師を、より多くご紹介していただけるような、システム作りを考えていただければありがたいと思います。

　またクラブの予算ではなかなか呼べないような、著名な講師を年に１度でも手配（紹介）していただけた

ら嬉しいです。

　この後は、今年度力を入れて既に取り組みを始めている、国際奉仕についてと、会員増強についての卓和

を、それぞれの委員長にお願いしております。どうぞよろしくお願い致します。

　会員増強・活性化について 船橋東 RC　岡田敏男

　船橋東 RC の会員増強・活性化委員会の統括委員長である　岡田敏男です。本日は、橋岡ガバナーの公式

訪問に当たり、意見を述でさせて戴きたい。

　現在、当クラブ会員数は、29 名です。1977 年６月７日創立以来 低会員人数です。1983 年には、55 名が

高ですが、この約１／２です。

　会員数の減少に歯止めを掛けるためには、

　①　クラブ例会の充実、魅力あるものにする必要があります。卓話者の選定等です。

　②　RC 会員であることメリット等を与えられないことです。経営者である会員、事業主である会員は、残

念ながら、相談相手になっていないことです。

　③　会員の年齢差（若い会員とベテラン会員）ギャップが、あります。

　企業・会社で言えば、業績不振な企業です。

　どのように、したら、業績良好な優秀な企業になれるかです。以下、今後、クラブで、相談、協議して実

行したい。

１．入会して欲しい人に、卓話を御願いする

　　RC の存在、何をしているか、知ってもらう、その時に入会を御願いする。入会は、長い眼で見ていく

ことにする。

２．退会者の防止のため、欠席が多い会員を地区大会、IM、趣味の会、懇親会に出席するようにする。会員

間の親睦を図る。

３．発展し続ける企業経営者になるためにもロータリーが、人生道場であることの理解させる。

４．ロータリーの良さ、楽しさ、充実を知らないまま退会するのは、極めて残念です。

５．私自身の経験では、1999 － 2000 年故北原 GN 時の地区大会経験（櫻井よし子ほか卓話）やカンボジア、

ミヤンマーの海外支援事業（学校建築、遊技建設等）、35 周年、40 周年記念事業（東日本大震災の気仙沼

支援）が、なければ、退会していたと思います。

次回予定　10 月４日（木）

　　　　　理事会

　　　　　第 1985 回例会

　　　　　卓話　３つのお祝い　会員スピーチ



第 1985 回例会　2018.10. ４　曇り　司会　中村会員

　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　51.90％

　欠席：伊東・藤代・鯨井・守屋・松本・三浦・大家・岡田・長野・斉藤（英）・鈴木（恭）・輪湖・

　　　　（柴田・遠田）各会員

◎ 10 月三つの祝い

　・会員誕生祝い：大原・山﨑各会員

　・夫人誕生祝い：斉藤まりこ様・大原好枝様・山﨑由起子様

　・結婚祝い　　：相澤・度会・平山・草野・藤代各会員



水庫会長

　皆様先日の３クラブ合同、ガバナー公式訪問、ご協力ありがとうございました。

　無事に滞りなく行われ安堵しております。相澤会員、岡田会員発表ありがとうございました。橋岡ガバナー

のお話、大変分かりやすく、会長として自然体で活動していきたい、と決意を新たに致しました。

　さて９月 30 日にひがふなフェスタにおいて、当クラブの献血活動が行われる予定でしたが、残念ながら台

風の影響で中止になってしまいました。

　これに因んで、本日は献血の歴史についてふれてみたいと思います。

　近代の科学的な輸血法が日本に入ってきたのは 1919 年（大正８年）のことです。1930 年に時の浜口首相

が東京駅で凶漢にピストルで撃たれるという事件が起き、この時に東大の塩田教授が駆けつけて駅長室で輸

血を行い命を救いました。この出来事が大きな関心をよび輸血が一般的に行われるきっかけとなりました。

　輸血は 初、血液を採取してそのまま患者へ輸血するという方法で行われていましたが、梅毒感染という

事故がおこり安全性の問題が指摘され 1952 年、日本初の血液銀行（現赤十字血液センター）である日本赤十

字社が開業したのです。

　日本赤十字社は、無償で血液を提供してもらう献血を健康な人に呼び掛けました。しかし、相前後して生

まれた民間の商業血液銀行が、当時の経済的不況の荒波にもまれていた一部の人々から血液を買っていたた

め献血者が極端に減ってしまいました。

　自分の血液を売る人の多くは定職につけない人達で、仕事よりも血液を売ってお金をもらった方が楽にな

ると、頻繁に売血を行うようになりました。売血者の血液は赤血球が回復しないうちに売血するので、効果

が少ないばかりか輸血後肝炎などの副作用を招き大きな社会問題となります。そこで政府が 1964 年に「献血

の推進について」を閣議決定し赤十字血液センターが各地に開設されていきました。

　民間血液銀行の保存血液の製造中止により売血はほぼ姿を消しましたが、献血者の確保と必要とされる血

液を安定的に確保することが 大の課題でした。そこで必要とされるとき、輸血が受けられるとした「献血

手帳」が推進されましたが、これが預血的運用と批判され 1982 年に献血手帳から供給欄が削除され、必要な

とき、誰でも安心して必要なだけ輸血が受けられるようになりました。

　その後、さまざまな変遷を経て、現在の献血へとつながっている訳で、先人たちの苦労、努力により現在

の制度が確立されたことを肝に命じ、また来年の献血活動実施を目指したいと思います。

鈴木（隆）幹事

１．例会臨時変更のお知らせ

　　船橋みなとRC

　　　・10 月９日（火）の例会は夜間移動例会。

　　　　場所：浦安・吉野家「屋形船」　時間：17：30：出航

　　　・10 月 16 日（火）の例会は第２グループ情報研究会に振り替。

　　　・10 月 23 日（火）の例会は定款による休会

　　　・10 月 30 日（火）の例会は 10 月 28 日の地区大会に振り替。

　　　・11 月 13 日（火）の例会は 11 月８日（木）の社会奉仕活動「宮本中学校未来につなぐ愛のコンサー

トに振り替。

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



　　船橋西RC

　　　・10 月 19 日（金）の例会は 10 月 17 日の情報研究会に振り替。

　　　・10 月 26 日（金）の例会アｈ 10 月 28 日の地区大会に振り替。

　　船橋南RC

　　　・10 月 24 日（水）の例会は 10 月 28 日（日）の地区大会に振り替。

　　鎌ヶ谷RC

　　　・10 月 18 日（木）の例会は 10 月 17 日の第２グループ情報研究会に振り替。

　　　・10 月 25 日（木）の例会は 10 月 28 日（日）の地区大会に振り替。

２．第 40 回　バギオ訪問交流の旅　募集のお知らせ

　　・日程：2019 年２月８日（金）～２月 11 日（月）

　　・視察訪問先：マニラ・バギオ

　　・参加費用　：158,000 円～

　　・募集人数　：75 名（ 小人数 50 名）　締切：2018 年 11 月 30 日

３．第２グループ情報研究会のプログラムについて（全員登録）

　　本日プログラムを配布いたしました。欠席の無いようお願いします。

　　日時：2018 年 10 月 17 日　時間：受付 13：30　点鐘：14：00　懇親会：16：30

　　場所：船橋グランドホテル

４．10 月 18 日（木）の例会は通常例会として開催いたします。お間違いの無いようお願いします。

５．米山記念奨学会特別寄付・財団特別寄付について

　　例年それぞれの月間に特別寄付を行っておりますが、今年度特別寄付にご協力いただく会員皆様の一覧

表をお配りいたしました。

　　又、毎月積み立てをしていただいております、積立金一覧表もお配りいたします。

　　ご確認ください。

　　今年度もご協力ありがとうございました。

理事会報告（10 月定例）

１．クラブ年次総会について（クラブ細則第５条第１節）

　　日　時：2018 年 12 月 13 日（木）とする。

　　・指名委員会の設置について：山﨑パスト会長・水庫会長・鈴木幹事・度会会長エレクト

　　※承認

２．西日本豪雨災害の義捐金について

　　・会員からのカンパ金：９／ 20 現在　29,000 円

　　※会員からの義捐金の 29,000 円を寄付することを承認。

３．第２グループ情報研究会について　　（第 1987 回例

　　日　時：2018 年 10 月 17 日（水）13：30 ～ 16：20　懇親会：16：30

　　場　所：船橋グランドホテル

　　テーマ：～職業奉仕を再考する～

　　プレゼンター：地区奉仕プロジェクト統括委員長　平野弘和氏

　　全員登録（3,000 円クラブ負担）

　　質疑応答１時間　質問者は：織戸クラブ奉仕統括委員長にお願いする。



４．米山記念奨学会特別寄付・ロータリー財団特別寄付について（別紙資料）

　　ニコニコボックス収益の２％を各委員会に振り分け、希望する会員に補填する。

　　・米山記念奨学会委員会：24,000 円

　　・ロータリー財団委員会：28,000 円

　　・クラブポイントの委譲について　※クラブポイントは現在 641,60 ポイント

　　　入会順に：草野会員に 500 ポイント　委譲する。

　　※それぞれ承認

５．クラブ一般会計四半期報告について（別紙資料）

　　※ニコニコボックス・ランプの拠金の協力をお願いする。

６．社会奉仕委員会：桜の植樹事業　贈呈・日程及び出席者について

　　・11 月２日（金）

　　　海松台公園　桜５本植樹　時間 10：30 ～ 12：00

　　　二宮小学校　桜１本植樹　時間 ８：45 ～ 10：00

　　　※出席者：水庫会長・鈴木幹事・山﨑・草野・三須会員

　　　昼食代はクラブ負担・メークアップ扱いとする

　　・11 月 22 日（木）

　　　二宮小学校 120 周年記念式典　時間：10：00 ～

　　　※出席：水庫会長・鈴木幹事・長野社会奉仕委員長・織戸会員

７．ロータリーカード（ダイナースカード）作成について　ガバナーよりのお願い

　　利用に応じて 0.3％がポリオに加算されます。

　　※カードの推奨は個人によりお願いすることとに承認

「報告事項」

１．親睦旅行参加者の進捗状況について

　　※現在参加者は 12 名

 ２．新年家族会（第 2000 回記念例会）について

　　日　時：2019 年１月 24 日（木）点鐘：18：00

　　場　所：ホテルニューオータニ幕張　シェルハウス

　　予　算：洋食コース　１名 11,000 円（飲み込み）

「その他」

　11 月 22 日（木）の夜間例会について

　場所：船橋市本町　「ジャノメ鮨」　　時間：受付：18：00　　点鐘：18：30

　会費：会員：3,000 円　クラブ負担：5,000 円　で行うことを承認

◎各委員会報告

　米山奨学会委員会　山口委員長　米山寄付について　相澤会員米山功労者 50 回目

　社会奉仕委員会　　織戸副委員長

　雑誌会報委員会　　草野委員長　ロータリーの友見どころについて

　親睦委員会　　　　山﨑委員長　家族親睦旅行について



三つのお祝い

　会員誕生日　　　　　大原会員（25 日）・藤代会員（25 日）

　夫人及び主人誕生日　斎藤まりこ（19 日）・山本・（21 日）・藤代裕美（28 日）

　結婚記念日　　　　　相澤会員（４日）・度会会員（16 日）・平山会員（22 日）・草野会員（23 日）・

　　　　　　　　　　　藤代会員（24 日）

　　　本日の卓話　　　会員による三つのお祝いスピーチ

・伊勢神宮旅行、参加者少なそうで残念です。皆様の分迄お祈りしてきたいと思います。 水庫　直子

・ひがふなフェスタ中止で献血活動できず、残念です。今年の台風の被害は甚大です。 鈴木　隆男

・平山さんお久しぶりです。先日は同友会のコンペで見事なスコアで優勝！おめでとうございます。今度教

えてください。 相沢　友夫

・斉藤先生、この度の総裁選挙予想通りで良かったですね？ところで県議選のことですが、大原さ

ん・・・！！期待していますが・・ 相澤　友夫

・中村さん、ご長男誕生おめでとうございます。遅れてごめんなさい。 相澤　友夫

・草野さん「ちょっと」７周年おめでとうございます。早いですね、」７年ですか・・

　「ちょっと」じゃないですね。 織戸　　豊

・米山記念奨学会特別寄付、目標を大幅に超えるご協力ありがとうございました。早退します。山口　習明

・米山功労者、50 回のお祝いを頂いて。 相澤　友夫

・相澤さん、米山功労者 50 回目、おめでとうございます。すごい回数だと思っていましたが、70 回の方が

おりました。是非 100 回目指してください。 織戸　豊

・相澤会員、米山功労表彰おめでとうございます。すごいです！ 山本　宏子

・相澤さん、おめでとう！おめでとう！おめでとうございます。エージシュート達成！ゴルフを目指す者に

とって夢のまた夢の成果です。今後も頑張ってください。 藤井　仁毅

・明後日、６日（土）午後２時よりケントギルバートの講演会を文化ホールで行います。ご都合が付きまし

たらご参加ください。 斉藤　　守

・妻の誕生祝を頂いてありがとうございました。妻には感謝しております。特に怪我をしてからは毎日背中

を流してもらっています。老々介護で仲良くしています。 齋藤　　守

・早くも 31 回目も過ぎようとしております。妻に感謝しつつ、心地よい秋の夜長を過ごしてみたいと思いま

す。 草野　宏隆

・結婚祝いのプレゼントありがとうございます。 度会　一也

・夫婦で誕生プレゼントを頂きありがとうございました。 大原　俊弘

・夫婦で誕生祝を頂きありがとうございました。豪華なフラワーアレンジメントとワインで祝います。草野

会員、織戸会員に感謝！！ 山﨑　新一



・結婚祝いを頂いて、来年になるとお陰様で金婚式を迎えます。花ちゃんには苦労ばかり掛けていますが、

健康であり限り頑張ります。 相澤　友夫

・母の死去に伴いご配慮を頂きありがとうございました。優しく素晴らしい母でした。 斉藤　　 守

来週の予告　10 ／ 11 会員卓話　岡田敏男会員

　　　　　　青木ガバナー年度ガバナー補佐の１年について

今 週 の ニ コ ニ コ BOX 10 月４日　57,000 円 累計　373,000 円

10月11日（木）

　　17日（水） 　例会：第２グループ情報研究会

　　18日（木）

　　20日（土）・21日（日）

　　　　　　　気仙沼南RC創立50周年式典

　　24日（水）　第３回第２グループ会長幹事会

　　27日（土）・28日（日）　地区大会

 ホテルニューオータニ幕張

週報今週の担当　　　中村・草 野

10 月 の プ ロ グ ラ ム


