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第 2002 回例会　第２グループ　インターシティーミーテイング（IM）

　日　時：2019 年２月６日（水）

登録：13：30　点鐘：14：00　閉会：16：25

懇親会：16：40 ～ 18：00

　天　気：雨

　場　所：船橋グランドホテル

◎本日の出席状況

出席：29 名中（24 名）９名　37.5％

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

鈴木（恭）・輪湖・山本・（相澤・織戸・遠田・山口・柴田）各会員

◎メークアップ

２／６分　中村・大原・鈴木（恭）～理事会



「2018 ～ 19 年度　第２グループ IMプログラム」報告

 報告者　水庫会長

　14 時 開会点鐘

　14 時 10 分～ 15 時 10 分

 　　　　基調講演

 　　　　テーマ「ロータリー平和センタープログラム」世界平和と紛争解決に向けた人材育成

 第 2790 地区ロータリー平和フェローシップ委員長　織田信幸様（松戸 RC）

　　　　　パワーポイントを使って、平和フェローシップのプログラムの説明が行われました。

　　　　　提携大学が全世界で６カ所あり、日本では国際基督教大学（ICU）が修士号取得プログラムでの

受け入れを行っていること。学力優秀でかつ語学力も優れた学生が選抜されていること。支給され

ている奨学金の資金源は、地区の DDF（地区財団活動資金）やその他寄付が充てられており、ロー

タリアンからの寄付で支えていることの説明がありました。

　15 時 30 分～ 16 時 10 分

 　　　パネルディスカッション　テーマ「平和は人から始まる」

　　　・パネラー　　　　　織田信幸（地区ロータリー平和フェローシップ委員長）

　　　　　　　　　　　　　加登章司（元 RPF カウンセラー　船橋 RC）

　　　　　　　　　　　　　森嶋康長（元 RPF カウンセラー　船橋 RC）

　　　　　　　　　　　　　田中一邦（元 RPF カウンセラー　船橋南 RC）

　　　・コーディネーター　青木忠茂（元 RPF 委員長　船橋 RC）

　　　　　外国からの学生を空港まで迎えに行った際のエピソードや、家族ぐるみでの交流、日本の様々な

文化を伝えるため、色々な場所を案内したこと。数年経った現在も、交流が続いていること、卒業

生達の活躍ぶり、近況等について報告されました。もっと多くのロータリアンにカウンセラーを経

験してほしいとの要望がありました。

　16 時 10 分

　　　　　飛び入りで参加されていた、ガバナーエレクトの諸岡氏より、なかなか表立って紹介されない、

平和センタープログラムというテーマが素晴らしい内容でした、との講評をいただきました。

　16 時 10 分～ 20 分

 　　　　　記念品の贈呈

　16 時 25 分

 　　　　　閉会点鐘

　16 時 40 分～ 18 時

　　　　　懇親会



第 2003 回例会　2019. ２.14　晴　司会　三須会員

　ロータリーソング　「我らの生業」

◎本日の出席状況

　出席：29 名（28 名）中　18 名　64.29％

　欠席：伊東・平山・守屋・大原・鯨井・長野・斉藤（英）・斉藤（守）・山本・輪湖・（柴田）各会員

◎２月三つのお祝い

　・会員誕生祝い：斉藤（守）・長野・柴田各会員

　・夫人誕生祝い：鈴木節子様・鯨井明美様

　・結婚祝い：輪湖・鯨井・斉藤（守）・伊東各会員

◎メークアップ

　２／６分　大原・中村・鈴木（恭）～理事会



水庫会長

　西川さんから皆様へバレンタインのチョコレートを頂きました。ご馳走様です。

　先週２月６日の第２グループ IM（インターシティーミーティング）にご出席いただきまして、ありがと

うございました。

　「ロータリー平和フェローシップ」についてというテーマで、行われました。

　平和センタープログラムの紹介、将来有望な若者の育成を助成していく制度であり、奨学金を受けた学生

たちが世界中で活躍している事例の紹介がありました。

　ロータリーでは、米山奨学金制度や、財団の奨学金制度、希望の風奨学金など、色々な寄付の制度がござ

います。今回の平和フェローシップの奨学金の資金は地区の DDF（地区財団活動資金）からの寄贈、その他

の寄付と合わせて支えられておりますので、皆様から普段ご協力いただいている寄付金が充てられているこ

とになります。

　東クラブからは 10 名程度の出席でしたので、もう少し多くの皆様に聴いていただければと思いました。

　さて、もう１つ案内となります。今月２月 27 日（水）と、日にちがせまっておりますが、第２グループ全

体のチャリティーボウリング大会が行われます。

　主催者からの案内が遅く、日程も月末ということで、皆様お忙しいとは存じますが、大会の主旨はポリオ

への寄付となっておりますので、２月 27 日、午後４時半から、本八幡スターレーンでのボウリング、多くの

皆様、ご家族もお誘いあわせの上、ご参加をよろしくお願い致します。

　次に雑誌会報の件です。毎週、週報の担当者が決まっていますが、週報の仕事は写真を撮って送るだけで

はなく、例会の記事を作成して送っていただくということがあります。

　現在、事務局に丸投げ状態とのことで、会長水庫からの説明不足であったかも知れずお詫び申し上げます。

週報用のフォーマットがありますので、委員の皆様は今一度ご確認いただき、きちんと「記事」をつけて事

務局へメール添付でお送り下さいますようお願い致します。

　 後に 2000 回例会記念事業として、希望の風奨学金への全会員からの寄付をお願いしております。未納の

方は必ず２月末までに事務局へお納めいただきますようお願い致します。

鈴木（隆）幹事

１．例会臨時変更のお知らせ：船橋みなと RC

　・２月 26 日（火）の例会は、青少年奉仕活動の為２月 27 日（水）に移動例会とします。

　　場　所：峰台小学校

　　時　間：10：30 ～ 12：15

　　内　容：子供マナー教室

２．第２グループボーリング大会のお知らせ

　　日　時：2019 年２月 27 日（水）　受付：16：00　開始：16：30

　　場　所：本八幡スターレーン　市川市南八幡４－９－１　メガドンキホーテ６Ｆ

　　参加費：大人 3,000 円　子供：1,500 円　　締切：２月 15 日

　　　　　　参加費は当日集金します。

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



３．第２グループ　親睦ゴルフ大会のお知らせ

　　日　　時：2019 年４月 17 日（水）

　　場　　所：鎌ヶ谷 C.C.　※ペリア方式　スタート：８：35

　　参加人数：１クラブ８名以上の参加をお願いします。

　　登 録 料：5,000 円（パーティー費・賞品代）

　　締　　切：３月 15 日（金）迄

４．地区公共イメージ向上委員会より、「広報・公共イメージガイドブック」を作成しました。回覧くださ

い。

５．「ロータリーデー・希望の風コンサート」のお知らせ

　　日　　時：2019 年５月 22 日（水）　受付：13：30　開会：14：00

　　演　　題：希望の風コンサート　東日本大震災を絡めた命の大切さ・教育の重要性

　　開催場所：千葉市文化センター　アートホール

　　　　　　　千葉市中央区中央２－５－１千葉中央ツインビル２が往還４Ｆ

　　対 象 者：クラブ会長・幹事・青少年奉仕委員会より１～２名

　　登 録 料：無料

６．ロータリー財団寄付一覧が来ております。回覧します

理事会報告（２月定例）

１．2019 ～ 2020 年度　ロータリー財団補助金申請事業について

　・申請は：国際奉仕の「ミャンマー小学校・校舎補修事業」とする

　・申請金額は次週までに検討する、

　　案としてクラブ 15 万円・地区補助金 15 万円

　　※３月の理事会で 終決定を行う。

２．第２グループ　ボーリング大会について（ポリオ撲滅キャンペーン）

　　日　時：2019 年２月 27 日（水）　受付：16：00

　　場　所：本八幡スターレーン　市川市南八幡４－９－１（メガドンキホーテ６Ｆ）

　　参加費：大人 3,000 円　子供：1,500 円（小学生以下）

　　締　切：２月 15 日（金）

　　※現参加者は水庫会長・遠田なほみ様

　　※メークアップ扱いとする

３．2019 年決議審議会立法案提出について（橋岡ガバナーより）

　①　各クラブに 2019 年決議審議会立法案提出依頼

　　　提出締切：４月 15 日

　②　クラブ提出決議案を地区内クラブが承認するための郵便投票

　　　締切：５月 18 日～６月 14 日

　③　RI 事務総長への制定案提出：2019 年６月末

　※今回提出をお願いする決議案は、国際ロータリー定款・細則及び標準ロータリー定款の改正を伴わない、

決議審議会の意見の表明である案件です。

　※本日の例会で回覧の上告知を行う。次週まで検討案がある会員は報告すること



４．2019 年～ 2020 年度　各委員会委員の配属について

 　　※度会次年度会長より案が提出され、承認された。

５．「希望の風奨学金」寄付　の状況について（希望の風奨学金の寄付者一覧表添付）

　　・会員全員参加（3,000 円以上）で行うことが理事会で承認済み

　　・集まった寄付金総額：516,000 円

　　・送金方法について：２月中に送金（まだ未納の会員がいる場合はクラブで立て替える）

　　・会計処理として：クラブ一般会計には入れず、社会奉仕委員会の協力金 10 万円のみ記載する。

「その他」

◎各委員会報告

　雑誌会報委員会：ロータリーの友今月の見どころ

 　　縦組み（東京広尾 RC によるチャリティーコンサートポリオ資金・創立 50 米山梅吉記念館）

 　　横組み（RAW 近隣クラブ牛久 RC 牛久沼にうなぎの稚魚放流）

　出席委員会：遠田委員長　２月信について

　３つのお祝い

　　会員誕生日　斎藤守会員 10 日　長野会長 13 日　柴田会員 17 日

　　夫人誕生日　鈴木節子夫人３日　鯨井明美夫人３日

　　結婚記念日　輪湖会員１日　鯨井会員３日　斎藤守会員７日　伊東会員 26 日

　　　本日の卓話　　　　　　会員スピーチ

　　　　　鈴木隆男会員　RC よりの贈り物花束は女性にとって 高の贈り物です etc

　　　　　相澤会員　　　水庫会長の会長挨拶の内容と自分に課せた RC への思い etc

・妻の誕生祝の豪華な花ありがとうございます。大変喜んでおります。 鈴木　隆男

・遠田会員へ、大病からのゴルフコンペ準優勝お祝い申し上げます。これからもお元気でゴルフコンペにご

参加ください。 ゴルフ会会員一同

・遠田さん久しぶりの準優勝オメデトウゴザイマス。 相澤　友夫

・２年のブランク後の復帰ゴルフ皆様の応援のお蔭さまで、ニアピン２個、バーディー１個取れ準優勝でき

ました。大家先生ご期待に添え馬券大当たりです。 遠田　　毅

・山﨑会員のご配慮に感謝！お陰様で準優勝できました。病後２年のブランクでどうなる事やらと不安で一

杯でしたが、奇跡が起きました。 遠田　　毅

・会員の皆様へ、第 124 回ゴルフコンペ優勝させていただきありがとうございました。

　平山会員のお父様お世話になりました。 山﨑由起子

・勝ち馬をありがとうございました。皆様へのおすそ分けさせていただきます、暖かくなったらゴルフ会に

参加させてください。 大家　浩明

・バレンタインデーのお祝いを頂きまして、業務により早退いたします。申し訳ありません。 鈴木　恭浩



・西川さん、おいしいチョコありがとうございます。ギリチョコでも嬉しいです。 相澤　友夫

・西川さんチョコレートありがとう。鈴木幹事の話面白かった。 岡田　敏男

・西川さん、チョコレート頂きましてありがとうございます。会長からは気が付きませんで申し訳ありませ

んでした。 水庫　直子

・バレンタインのチョコご馳走様でした。 山口　習明

・西川さん、バレンタインのチョコありがとうございます。ご馳走様でした。 三浦　時子

次回予定　２月 21 日　大原会員によるミャンマー支援活動の報告

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ２月 14 日　22,500 円 累計　779,500 円

（記念事業献金 135,000 円含む）

２月21日（木）

　　28日（木）

３月７日（木）　三つのお祝い・会員スピーチ・

　　　　　　　理事会

　　13日（水）　第６回第２グループ会長幹事会

　　　　　　　14 : 30

　　14日（木）

　　21日（木・祝）

　　28日（木）

週報今週の担当　　　草　野

２・３月のプログラム


