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今年の 終例会 会長挨拶　水庫会長

第 1997 回例会　2018.12.20　晴　司会　中村会員

　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（28 名）中　18 名　64.29％

　欠席：伊東・守屋・松本・三須・三浦・斉藤（英）・斉藤（守）・鈴木（恭）・輪湖・山本・（相澤）各会員

◎メークアップ　12 ／ 13　大原・三須～米山Ｅクラブ

　　　　　　　　12 ／ 20　鈴木（恭）～理事会

◎ 100％以上　　12 ／ 20 ～第２グループ会長幹事会～水庫・鈴木（隆）

水庫会長

　本日は 2018 年 後の例会になります。

　７月に会長に就任し、ちょうど６カ月が経過しました。この半年間は、本当に色々な出来事がありました。

　７月、前年度会長幹事慰労会、９月にガバナー公式訪問、10 月は 17 日に第２グループの情報研究会、20、

21 日は会長幹事、岡田会員、藤代会員、佐々木元会員と気仙沼南 RC50 周年式典に参加、翌週は地区大会、

11 月は桜の植樹事業、二宮小学校への式典参加、伊勢神宮への親睦旅行、12 月年次総会、この間に第２グ

ループの会長幹事会も２回行われております。

　またこのように、毎週会長あいさつを考えるというのも、なかなか慣れません。

会 長 挨 拶

http://xn--pck5a5dsddq9hc8756jt7fk94e.jp/


　いよいよ来月１月 24 日は、2000 回の記念例会となります。

　この機会に皆様に「希望の風奨学金」への寄付を募ります。本日、山﨑前年度会長に奨学金についての卓

話をお願いしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

　また本日は大原会員に、ミャンマー支援の報告もお願いしております。

　ミャンマーの写真を回覧致しますので、皆様ご覧ください。ミャンマーの視察についてもこれから検討し

ていきたいと思います。

鈴木（隆）幹事

１．ロータリー財団委員会より、この度財団寄付のポイントの委譲により、資格を取られた方々にポールハ

リス・フェロー・マルチプルになられて方に認証とバツチなどが贈られました。

　　・柴田正道会員より 1000 ポイント委譲により、柴田ミトリ様がポールハリス・フェローに

　　・水庫直子会員より 1000 ポイント委譲により、水庫尉行様がポールハリス・フェローに

　　・大原俊弘会員より 1000 ポイント委譲により、大原陽子様がポールハリス・フェローに

　　・山口習明会員より 1000 ポイント委譲により、山口スイ子様がポールハリス・フェローに

　　・相澤友夫会員より 1000 ポイント委譲により、相澤はな子様がマルチプル７回（ルビー２個）

　　・山﨑新一会員より 1000 ポイント委譲により、山﨑由起子様がマルチプル４回（サファイア４個）

　　・遠田毅会員より　 1000 ポイント委譲により、遠田なほみ様がマルチプル１回（サファイア１個）

　　それぞれ送られました。

２．地区フェローシップ委員会より「女性交流会」のお知らせ

　　日　　時：2019 年２月 22 日（金）17：00 ～ 19：00

　　場　　所：幕張ホテルザ・マンハッタン

　　　　　　　千葉市美浜区ひび野２－ 10 －１

　　参加対象：2790 地区女性会員の皆様

　　　　　　　ロータリーに興味のある方は会員でなくても歓迎

　　登 録 料：10,000 円　（バイキング・飲み放題）当日持参ください

　　締　　切：2019 年１月 20 日迄

３．奉仕プロジェクト委員会・ロータリー財団委員会合同主催「補助金管理セミナー」開催について

　　日　時：2019 年２月２日（土）　点鐘：13：00　終了：16：15

　　場　所：三井ガーデンホテル千葉

　　　　　　千葉市中央区１－ 11 －１　TEL　043 － 224 － 1131

　　内　容：社会奉仕・国際奉仕について　各補助金管理について

　　登録料：3,000 円

　　※覚書書（MOU）を提出のこと

　　出席者：現会長：水庫

　　　　　　次年度会長：度会

　　　　　　次年度国際奉仕委員長：大原

　　　　　　次年度社会奉仕委員長：水庫

　　　　　　次年度財団委員長：山口　　各会員

　　※登録者の返信は１月 18 日迄

幹 事 報 告



４．RLI（ロータリー・リダーシップ研究会）

　　これは世界中の陸が取り入れているロータリーの意識向上のためのプログラムです。

　　RLI はパート１：２月 11 日（月）・パートⅡ：３月 30 日・パートⅢ：４月 22 日のコースでワンセット

になっております。多く皆様のご参加をお待ちしております。

　　日　時：2019 年２月 11 日（月）　受付：９：40　開会：10：10 ～閉会：18：10

　　場　所：千葉市民会館　地下１Ｆ小ホール　千葉市中央区要町１－１

　　参加費：１名 4,000 円

　　締　切：１月 25 日（金）　◎参加希望者は事務局まで

５．2000 回記念例会（新年家族会）の申し込みがまだの方はよろしくお願いいたします。

６．来年 2019 年は１月 10 日（木）が第１例会となります。

　　理事の方は 11 時より例会は 12 時 30 分点鐘です。よろしくお願いいたします。

◎各委員会報告　財団委員会

　　　本日の卓話

ミャンマーダーベイン村小学校　補修工事について 大原会員　

　1000 ＄の寄付により、屋根の吹き替え、窓の取り換えなど行いました。来年４月頃皆で訪問したいです。

大原会員　卓話

ミャンマー支援金 1000 ＄

ミャンマー支援金贈呈

小学校の先生と大原会員



希望の風奨学金寄付について 山﨑会員・岡田会員・山口会員

2000 回記念例会にクラブより 10 万円と皆様の寄附金を寄付しましょう！

　「希望の風への想い」 山﨑新一　

　来年１月 24 日（木）の新年家族会は、ニューオータニ幕張ホテルにて第 2000 回記念例会として開催され

ます。2000 回を記念して水庫会長より特別事業の提案があり、「希望の風」奨学金への寄付活動が理事会に

より決定しました。

　私たちのクラブでも、山口会員や岡田会員・鈴木恭浩会員がご寄付をされています。

　社会奉仕活動予算より 10 万円の拠出が承認されていますが、会員や新年会ご参加の皆様にもご寄付をお願

いします。

※ロータリー希望の風奨学金について

　2011 年３月 11 日に発生しました「東日本大震災」により犠牲になられた多くの方々に心からの哀悼の意

を捧げます。

　「ロータリーの希望の風奨学金」は国内・外ロータリークラブ会員の有志によって立ち上げられたプログラ

ムです。全国すべての地区が参加しているわけではありませんが、７年前の大震災で国内外から支援された

義援金によりガバナー会の有志により検討され、この奨学金がスタートいたしました。

　「ロータリー希望の風奨学金」は東日本大震災により災害遺児となった青少年たちに、少しでも学業を継続

できるような教育支援をしてゆきたいという会員の願から立ち上げられました。

　（毎月５万円の返済不要の奨学金を支給しています、このプログラムは震災当時ゼロ歳であった子どもが大

学を卒業するまで続けて行かねばなりません）

　制度自体はすべての災害遺児が学業を終了するであろう 2033 年３月に終了するという期間限定のプロ

ジェクトです。

　総人数 1,724 人８内訳は（岩手県・宮城県・福島県で両親を亡くした遺児が 241 人、片親を亡くした遺児

が 1,483 人、トータルで 10 億８千万円と試算されております。

　今年の７月時点であと１億８千百万円が不足しております。

　これまでに 368 名の奨学生に５億 7615 万円の奨学金を給付しました。

　今年度も 133 名に給付致します

　皆様の温かなご協力をお願い申し上げます。

「希望の風奨学金」について卓話

山﨑会員

卓話　岡田会員 卓話　山口会員



・2018 年の 後の例会、ご出席ありがとうございました。１月の 2000 回例会、記念例会になりますので欠

席なきようお願いいたします。 水庫　直子

・希望の風奨学金について山﨑会員・岡田会員・山口会員解説ありがとうございました。2000 回記念例会に

寄付しよう！ 遠田　毅

・皆さま一年間ありがとうございました。 事務局　西川　典子

・母、山口スイ子、ポールハリス・フェローを頂いてありがとうございました。96 歳になりました。

 山口　習明

・本年度 終例会半年間お世話になりました。新年度もよろしくお願い申し上げます。 山口　習明

・一年間ありがとうございました。来年も皆様にとって良い年でありますよう！ 織戸　豊

・幹事としてやっと半年経過、会員の皆様のご協力ありがとうございました。今後ともよろしくお願いしま

す。良いお年をお迎えください。 鈴木　隆男

・風の便り「希望の風奨学金」頑張りましょう。私も寄付します。2000 回例会にクラブでまとめて寄付しま

しょう。 岡田　敏男

・大原会員へミャンマーダーベイン村への学校修繕の手配ご苦労様でした。本の出版おめでとうございます。

 山﨑　進一

・「ロータリー希望の風奨学金」ご寄附のお願いについてお話しを聞かせて頂きありがとうございました。

 山﨑　新一

　次週予告　　新年第１例会：2019 年１月 10 日　　理事会：11 時　　例会：点鐘 12 時 30 分

今 週 の ニ コ ニ コ BOX 12 月 20 日　10,000 円 累計　521,000 円

１月３日（木）　年始休会（定款第8条第１節による）

　　10日（木）　会計中間報告・三つのお祝い・

　　　　　　　会員スピーチ・理事会

　　　　　　　第５回第２グループ会長幹事会

　　24日（木）　新年家族会

　　　　　　　ホテルニューオータニ幕張

　　　　　　　2000回記念例会

　　31日（木）　第３回ガバナー補佐訪問

週報今週の担当　　　草　野

１ 月 の プ ロ グ ラ ム


