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第２グループ情報研修会

田中ガバナー補佐

第２グループ情報研修会

第 1987 回例会

2018 年 10 月 17 日（水）
場

所：船橋グランドホテル

テーマ 「わかりやすいロータリー」
・登録

13：30

・点鐘

14：00

・第２グループガバナー補佐

ロータリーソング 「奉仕の理想」

田中一邦様挨拶

・地区サブリーダー挨拶
・地区ロータリー研修委員会
・～職業奉仕を再考する～
・プレゼンテーター

研修趣旨説明
プレゼンテ－ション

奉仕プロジェクト統括委員会

委員長

平野弘和（木更津 RC）

・質疑応答：15：20
・閉会点鐘：16：20
・懇 親 会：16：30
◎本日の出席状況
出席：29 名（26 名）中 12 名

46.15％

欠席：平山・伊東・鯨井・守屋・松本・三須・三浦・長野・中村・大原・大家・斉藤（守）・斉藤（英）・
輪湖・（相澤・遠田・山口・織戸）各会員
◎メークアップ

10 ／ 17

三須～ 10 ／ 17 ～米山Ｅクラブ
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米山功労者

第 1988 回例会

2018.10.18

晴
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表彰

司会

卓話

山本宏子会員

三浦会員

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（25 名）中

15 名

60.00％

欠席：伊東・藤代・平山・守屋・松本・中村・大原・長野・三須・輪湖（相澤・柴田・織戸・山口）
各会員
◎卓話

山本

宏子会員「民事信託はどんな場合に利用できるか」

会 長 挨 拶

水庫会長

昨日は第２グループ、情報研修会が行われました。テーマは「わかりやすいロータリー」ということでし
たが、なかなかわかりやすくはなかったように思います。
出席者は 11 名でした、最後の懇親会まで残っていただきました会員の皆様、本当にお疲れ様でした。
参加されなかった会員の皆様のために、研修の主旨を説明させていただきます。講師は木更津 RC の平野
弘和さん、私は昨年まで地区財団委員会でご一緒させていただいておりました。
2018 年度からは地区奉仕プロジェクト統括委員会委員長をされており、奉仕プロジェクトとは一体なんな
のか、ということをご説明されておりました。
奉仕部門は、現在は、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕の五大奉仕です。その中
で「職業奉仕のあり方」について、これまでは「自分の職業を頑張ることが職業奉仕」という考えの会員が
多かったようです。
そうではなく、平野さんのおっしゃる結論は、自分の職業上知り得た、技能や知識を社会奉仕、国際奉仕、
青少年奉仕のために活かすことこそが「職業奉仕である」ということでした。ロータリアンでなくとも、自
分の職業を頑張ること、これは当たり前のことであるから、それはイコール「職業奉仕」ではない、という
ご説明に私は合点がいきました。
研修をお聴きになられた皆様はいかがでしたでしょうか。普段はつきつめて考える機会がないので、とて
も意義深い研修であったと思います。以上、会長あいさつを終わります。
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幹 事 報 告
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鈴 木（ 隆 ） 幹 事

昨日の第２グループ情報研修会にご出席の皆様、ご苦労様でした。
１．米山記念奨学会に特別寄付をされた会員に（10 月９日付）認証状が贈られました。
・山口

習明会員に

第 11 回米山功労者：メジャードナー

・大家

浩明会員に

第２回米山功労者 ：マルチ

・大原

俊弘会員に

第 11 回米山功労者：メジャードナー

・草野

宏隆会員に

第２回米山功労者 ：マルチ

・度会

一也会員に

第１回米山功労者

・鈴木

隆男会員に

第１回米山功労者

※第１回目の方のみ青いケース入りでお送りしました。尚、確定申告用の領収書は、翌年２月上旬にクラ
ブ宛てに送付いたします。
２．11 月 22 日（木）親睦家族夜間例会について
日

時：11 月 22 日（木） 受付：18：00

点鐘：18：30

場

所：船橋「蛇の目寿司」 船橋市本町１－ 22 －１（大神宮そば）

会

費：3,000 円（その他 5,000 円クラブ負担）

◎回覧します、出欠をお願いします。
３．次週 10 月 25 日の例会は 10 月 28 日（日）の地区大会に振り替えの為休会です。
４．気仙沼南 RC 創立 50 周年記念式典出席について
日

時：10 月 20 日（土） 登録：11：30 ～ 12：30

式典：12：30 ～ 16：30

祝 賀 会：17：00 ～ 19：00
場

所：サンマリン気仙沼ホテル観洋

登録料：15,000 円

宿泊場所：気仙沼プラザホテル
出 席 者：水庫会長・鈴木幹事・藤代前 40 周年実行委員長夫妻・岡田前ガバナー補佐夫妻
佐々木名誉会員の７名で参加して参ります。
◎各委員会報告
親睦委員会

親睦旅行の案内

本日の卓話
「民事信託はどんな場合に利用するのか？」

山本

宏子会員

・山本会員、民事信託のお話ありがとうございました。遺言と両方使えるというのは知りませんでした。
・山本会員、民事信託の卓話ありがとうございます。財産の無い私には関係なさそうです。

水庫

直子

鈴木

隆男

・山本先生、申し訳ありませんが、２時過ぎに六本木に行くことになっていて、先生のお話は無を全部聴く
ことができません。困ったときは相談します。

藤井

仁毅
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・弁護団会議の為遅参してしまいました。申し訳ありません。

大家

浩明

・山本会員へ「民事信託はどんな場合に使えるの？」卓話ありがとうございました。ボケが心配です。相談
します。
・皆さん、いろいろありがとうございました。

山﨑

新一

斉藤

英明

・山本先生「信託の話」卓話ありがとう。私自身もう少し信託の勉強しないと、私もすすめられないな～弁
護士と税理士会計士が一緒にやれば良いかも。

岡田

敏男

・山本会員の“遺言と信託の比較”卓話ありがとうございました。とうとう遺言を考える歳になってきたわ
い。

遠田

毅

・伊勢神宮の研修、参加でできず残念です！皆さん清まってください。

斉藤

守

・皆さん、なるほど信託ですね。財産のある人は必見です。

草野

宏隆

今 週 の ニ コ ニ コ BOX
次回予定

11 月１日（木） 11 時～理事会
三つのお祝い

10 月 18 日

379,000 円

会員スピーチ

10月24日（水） 第３回第２グループ会長幹事会
25日（木） 10/28の地区大会に振替
27日（土）・28日（日） 地区大会
ホテルニューオータニ幕張
11月１日（木） 三つのお祝い・会員スピーチ
２日（金） 記念樹贈呈事業
海松台公園・小学校 理事会
８日（木） 11・12日の旅行に振替
11日（日）・12日（月） 親睦旅行：伊勢神宮
草

累計

12 時 30 分～例会

10・11 月のプログラム

週報今週の担当

14,000 円

野
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