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気仙沼南ロータリークラブ創立 50 周年記念式典報告

 船橋東 RC　会長　水庫直子

　10 ／ 20、21 の２日間で、気仙沼南 RC50 周年記念式典に皆様を代表して参加してきました。

　会長水庫、幹事鈴木会員、藤代会員、奥様、岡田会員、奥様、佐々木元会員の７名で、行ってきました。

　式典は 240 名、うちのクラブをめ約 20 クラブもの他地域 RC からの参加がありました。

　過去７年７ヶ月の間の、多くの支援の模様がスライドで紹介され、当クラブ 35 周年記念事業として鹿折

小学校への寄付の模様も映されました。

　来週は地区大会ですが、その次の通常例会時に気仙沼南 RC の 50 周年記念誌を回覧致します。

　現在気仙沼南 RC は会員数 42 名とのことでしたがこれ程の式典を成功させるためには、クラブがひとつ

になって協力しあってこそであると実感しました。

　見習うべきことが多くあり、本当に参加させていただいたことに感謝したいと思います。

　以上、気仙沼南 RC50 周年式典の出席報告でした。

第 1989 回例会

2790 地区・地区大会

　日　時：2018 年 10 月 28 日

　場　所：ホテルニューオータニ幕張

◎本日の出席状況

　出席：29 名（28 名）14 名　50.00％

　欠席：藤代・平山・伊東・鯨井・守屋・松本・三須・三浦・長野・中村・大原・斉藤（英）・輪湖・

　　　　（相澤）各会員

◎地区大会クラブ表彰

　・ロータリー財団年次寄付優秀クラブ　 228.75 ＄

　・ロータリー米山記念奨学会功労クラブ　第 30 回

◎個人表彰

　・大原　俊弘会員　ロータリー財団メジャードナー　　　MD １

　・大原　俊弘会員　ロータリー米山功労メジャードナー　第 10 回
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演題「クラブの変革と戦略計画」

櫻井　権司 RI 会長代理

橋岡　久太郎ガバナー挨拶



第 1990 回例会　2018.11. １　晴　司会　山口会員

　国家「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（28 名）中 16 名　57.14％

　欠席：伊東・平山・藤代・守屋・松本・中村・大家・長野・斉藤（守）・斉藤（英）三浦・三須・（織戸）

 各会員

◎ 11 月三つの祝い

　・会員誕生祝い　　　：平山・藤代各会員

　・夫人・主人誕生祝い：織戸寿子様・山本晋司様・藤代裕美様

　・結婚祝い　　　　　：藤井会員・山本会員

水庫会長

　本日は報告事項が大きく２つございます。

　１点目が、10 月 20、21 日と気仙沼南 RC の 50 周年記念式典に７名で参加してきた件です。

　参加者は会長水庫、鈴木隆男幹事、岡田会員、奥様、藤代会員、奥様、佐々木元会員です。

　10 ／ 25 の例会が振替の休会となったため、詳細は本日となりました。

地区大会　橋岡ガバナー

RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会

地区大会　参加会員地区大会　クラブ会員

地区大会　参加青少年
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会 長 挨 拶



　記念式典は参加者 240 名、うちのクラブを含め約 20 クラブもの他地域 RC からの参加がありました。過

去７年７ヶ月間の、多くの支援の模様がスライドで紹介され、当クラブ 35 周年記念事業として鹿折小学校

への寄付の模様も映されました。その後に、心臓外科医として世界的な権威である、南和友氏の記念講演、

南氏の友人でもある、シンガーソングライターさだまさし氏のトークと歌もありました。さだ氏は震災の年

から毎年気仙沼を訪れているとのことです。またその後に開かれた晩さん会も、祭り太鼓の演奏あり、趣向

をこらした盛大なもので、式典を含めこれだけの準備はさぞや大変であったろうと思いました。

　記念誌を持ち帰っておりますので、皆さま後程回覧して下さい。

　２点目は 10 月 27、28 日と地区大会が開催され、会長幹事は両日、28 日は 10 名の会員が出席しました。

２日目の全体会ですが、例年と一味違う内容となっておりました。記念講演は例年午後からとなっておりま

したが、それでは午前で帰ってしまう会員が多く、もったいないとの主旨で、あえて午前にプログラムされ

ていました。今回は和食の「菊乃井」社長、村田吉弘氏の講演で、村田氏は政府発表で 26 日に文化功労者

に選ばれたばかりというタイムリーさでした。内容もとても分かりやすく、良いお話でした。

　できれば、当クラブももっと多くの会員が参加され「地区大会」ならではの良さを味わっていただきたい

と思いました。

鈴木（隆）幹事

１．11 月のロータリーレートは１ドル 112 円です。

２．先日、10 月 28 日の地区大会にご参加の皆様ご苦労様でした。

　　クラブ表彰として

　　　・ロータリー財団年次寄付優秀クラブ　228.75 ＄

　　　・ロータリー米山記念功労クラブ　　　　  30 回

　　個人表彰として

　　　・大原俊弘会員：ロータリー財電メジャードナー　MD １

　　　・大原俊弘会員：ロータリー米山功労メジャードナー　第 10 回を受賞されました。

　　※大原会員、表彰

　　※ガバナーより地区大会のお礼状が届いております。

３．11 月はロータリー財団月間です。

　　先日、ロータリー財団特別寄付をされた各会員に認証状が贈られております。

　　・水庫直子会員にポールハリスフェローのバッチと認証状

　　・柴田正道会員にポールハリスフェローのバッチと認証状

　　・山﨑新一会員にマルチプル５回のバッチ

　　・遠田　毅会員にマルチプル４回のバッチ

　　・鈴木恭浩会員にベネファクターの認証状及びピンが贈られました。

　　ご協力いただきました皆様ありがとうございます。

４．2018 年 10 月 30 日付のポールハリスフェロー・マルチプル・ベネファクター米山功労者取得一覧表をお

配りいたしました。

　　寄付により取得された資格は黒字太書きで記載しました。ご確認ください。

　　これからも各自の積立金にご協力をお願いいたします。

５．旅行参加者の集金を行います。既に振込みを含め各参加者にはお知らせ済みですがよろしくお願いいた

します。

幹 事 報 告



６．次週 11 月８日（木）は 11 月 11（日）～ 12 日（月）の親睦家族旅行に振り替え休会です。お間違えの

無いようお願いします

７．気仙沼南ロータリークラブより式典参加に対してお礼状が届いております。

　　又、50 周年記念誌など回覧いたします。

理事会報告（11 月定例） 

１．無断欠席者の対応・長期欠席者への対応について

　　※長期欠席者は会長・幹事が面談して意志を確認する。又三つのお祝いやニコニコボックスの説明を行

う。

　　※無断欠席者にはニコニコボックスへの協力金 2,000 円を拠金するように伝える。

　　◎欠席の連絡方法について

　　　例会（木）のある週の火曜日午前中に、事務局西川迄（メール・携帯・電話）で連絡のこと

　　◎長期欠席者は三つのお祝いを貰ったら１件につき 5,000 円をニコニコボックスに拠金すること。事務

局は品物を送る時はニコニコボックスに拠金のお願いをする。

　　　銀行振込も記載する。

　　※以上承認

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）

　　記念例会の内容について

　　　・アトラクションについて：落語家・三遊亭楽麻呂さん　出演料 10 万円（30 分）

　　　・2000 回記念に因み、奉仕の一環としてクラブで希望の風奨学金を集めるのはどうか？

　　　　※山口会員に例会で卓話をしていただき啓蒙する。

　　　・招待者について：元会員・ガバナー補佐・名誉会員などをお呼びする

　　　・登録料について　・招待者：10,000 円

　　　・会員 15,000 円　（内記念事業積立金 5,000 円）

　　　・家族：10,000 円　小学生以下無料

　　　・記念事業積立金の扱いについて　※例年通り行う。

　　　・竹の子券の販売について

　　　　※参加しなくても会員１枚以上　参加者分を購入のこと　１枚 1,000 円

　　※以上承認

３．親睦旅行（伊勢神宮参拝、賢島宝生苑の旅）予算書（案）について

　　山﨑親睦委員長より（別紙資料）

　　※承認

「報告事項」

１．10/25、パスト会長会での報告　水庫会長より

「その他」



◎各委員会報告

　ミャンマー支援報告　　　　　　：大原会員

　気仙沼南 RC50 周年式典参加報告：岡田会員

　親睦旅行について　　　　　　　：山﨑会員

◎三つのお祝い

　会員誕生祝い　　：平山会員・藤代会員

　夫人・主人誕生祝：織戸寿子様・山本晋司様・藤代裕美様

　結婚祝い　　　　：藤井会員・山本会員

　会員スピーチ　　：山本会員・藤井会員

ロータリー米山奨学生メジャードナー・

ロータリー財団メジャードナー、大原会員

大原国際奉仕委員長：ミャンマー支援事業の報告 結婚記念お祝い：山本会員・藤井会員

米山功労者　メジャードナー　大原会員・山口会員

ポールハリスフェロー、水庫会員・鈴木（恭）会員・

柴田会員・山崎会員・遠田会員

岡田会員：

気仙沼南ロータリークラブ創立 50 周年記念式典参加報告



・ポールハリスフェロー１回目を頂きました。これからも少しずつでも奉仕を積み重ねていけるよう努力し

ていきたいです。 水庫　直子

・本日はポールハリスフェローの表彰を頂いてありがとうございました。 柴田　正道

・水庫会長、地区大会の記念講演のお話興味深くお聴きしました。後日ゆっくり拝見します。 相澤　友夫

・長野会員 120 周年二宮小学校記念植樹の奉仕活動誠にご苦労様です。 相澤　友夫

・気仙沼南 RC 記念式典へのご参加の皆様方ご苦労様でした。会長以下続けてこられたご努力に敬意を表し

ます。岡田さんご報告ありがとうございます。 相澤　友夫

・米山奨学会記念メジャードナー大原さん、山口さんおめでとうございます。これからも続けてください。

大原さんミャンマーへの奉仕活動当クラブを代表していただいてご苦労様です。感謝いたします。

 相澤　友夫

・申し訳ありません。お先に失礼いたします。 草野　宏隆

・大原会員へミャンマーダーベイン小学校修理報告遠方までご苦労様でした。 山﨑　新一

・10 ／ 20 気仙沼南 RC50 周年出席しました。式典・記念講演・さだまさし演奏・祝宴・二次会、10 ／ 21、

カキ小屋へのクルーズ、帰りに平泉中尊寺に立ち寄りました。お世話様でした。 岡田　敏男

・結婚祝いをありがとうございました。ただ、祝う相手が今、居ないのが寂しいです。 藤井　仁毅

・遅れてすいません。依頼者の方が突然いらして出かけるチャンスをつかむことができませんでした。お祝

いありがとうございました。 山本　宏子

・大原会員のミャンマー事情報告に感謝、お疲れ様でした。又、米山・財団メジャードナー受賞おめでとう

ございます。 遠田　　毅

・親睦旅行、気をつけて行ってらっしゃい！ 山口　習明

・地区大会参加の皆様お疲れ様でした。山﨑親睦委員長、旅行の手配や準備ありがとうございます。

 鈴木　隆男

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　部会長　川畑　公男様

今 週 の ニ コ ニ コ BOX 11 月１日　27,000 円 累計　420,000 円



植　樹　事　業

水庫直子

　船橋東ロータリークラブ、会長の水庫直子と申します。お集まりいただきました、地域の皆様、船橋市役

所、自治会の皆様、本日はありがとうございます。

　この度は、船橋市立二宮小学校創立 120 周年記念を祝し、当船橋東ロータリークラブより、河津桜の贈呈

並びに植樹を行いました。

　こちらの海松台公園に５本、そして二宮小学校には２本を贈呈致します。

　ロータリークラブは、日頃よりさまざまな奉仕活動を行っております。昨年は船橋市の小学校に楽器の寄

贈を行いました。また東日本大震災の被災地、気仙沼の小学校への支援もしております。年に一度、母子ホー

ムの施設の子ども達を招待しての竹の子堀り、バーベキュー大会は、大変喜ばれている活動です。

　当クラブはこれからも、自分達ができる範囲での支援を続けていけるよう、アンテナを張り、地域の皆様

のお役に立てる活動していきたいです。こうして植樹した桜が、蕾をつけ花が咲く様子を是非、観に来たい

と思います。
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平成 30 年 11 月２日 

会 長 挨 拶

11月８日（木）　11・12日の旅行に振替

　　11日（日）　親睦旅行：伊勢神宮

　　12日（月）　親睦旅行：伊勢神宮

　　15日（木）

　　18日（日）　船橋をきれいにする日

　　22日（木）

　　29日（木）

週報今週の担当　　　草　野

11 月 の プ ロ グ ラ ム


