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◎本日の出席状況

出席：29 名（26 名）中 16 名　61.54％

欠席：伊東・平山・藤代・三須・守屋・松本・長野・斉藤（英）・輪湖・山本・（相澤・遠田・柴田）

各会員

◎メークアップ：２／ 14 分　大原～２／ 27 ～米山Ｅクラブ

◎ゲスト：卓話者　東京中央 RC　金子　研一様

卓話「日本の防衛を考える」

わかまつＫコーポレーション　細田　静華様
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水庫会長

　本日、東京中央ロータリークラブの金子研一会員にお越しいただきありがとうございます。また本日は卓

話をしていただきますので後程、よろしくお願い致します。

　昨日行われました、2790 地区、第２グループ主催のチャリティーボウリング大会についての報告を致しま

す。

　参加者は第２グループ全体で、会員とその家族を合わせて、約 50 名程でした。

　当船橋東クラブは私と、遠田会員奥様のなほみ様の２人。当初参加人数が危ぶまれておりましたが、フロ

アーをほぼ貸切りで行うという形でした。

　田中ガバナー補佐の始球式の後、各々のレーンに分かれ、２ゲームずつ行い、皆、和気あいあいとゲーム

を楽しみました。最後に個人賞が発表され、遠田様は当日賞（27 位）でした。優勝は、元当クラブ会員で

あった相川会員でした。クラブ対抗ではダントツで船橋みなと RC が優勝。

　今回の参加費から、諸経費を除いた全額をポリオ撲滅ための寄付とするとのことです。次年度もこのチャ

リティーボウリング大会を開催すると、ガバナー補佐はおっしゃっていましたが、２月末という時期と、事

前の周知を工夫していただければと感じました。次回の会長幹事会で提案したいと思います。

鈴木（隆）幹事

１．３月のロータリーレートは１ドル 110 円です。

２．RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）　パートⅡの開催について

　　日　時：2019 年３月 30 日（土）　９：40　開会：10：10　閉会：18：10

　　場　所：千葉市市民会館３Ｆ　特別会議室２　　千葉市中央区要町１－１

　　定　員：60 名　参加費：3,000 円

　　申し込締切：３月 15 日　希望者は事務局迄

３．地区研修・協議会のお知らせ

　　日　　時：2019 年４月 20 日（土） 　登録：９：00　点鐘：10：00

　　　　　　　第一部　本会議（全大会議）　 ：10：00 ～ 12：00

　　　　　　　第二部　部門別協議会 　　　  ：13：00 ～ 16：00

　　場　　所：アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張　幕張ホール

　　　　　　　千葉市美浜区ひび野２－３　TEL　043 － 296 － 1112

　　登　　録：３月 15 日（金）迄　2019 － 20 年度クラブ専用「報告・登録 URL」で WEB 登録

　　開催部会：会長部会：度会　幹事部会：草野　研修部会：織戸（理念・研修・RLI）

　　　　　　　管理運営（会員増強・維持拡大：藤井　フェローシップ・親睦活動：鈴木（隆）

　　　　　　　広報・公共イメージ向上：鈴木（恭））

　　　　　　　奉仕プロジェクト（社会：水庫・職業：山﨑・国際：大原・青少年奉仕：平山）

　　　　　　　ロータリー財団：山口・米山記念奨学会：三浦　以上８部会です　12 名

４．次年度第２グループ会長幹事　顔合わせ会について

　　日　時：2019 年３月 19 日（火）　18：30 ～

　　場　所：割烹　喜久水　船橋店　船橋市本町２－６－ 14

　　会　費：１名 5,000 円（当日集金）

　　度会会長エレクト・草野幹事エレクト出席予定

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



５．クラブ 2000 回例会（2019 年１月 24 日新年家族会）を記念して「ロータリー希望の風奨学金」に寄付を

行いました。当日はガバナー補佐に会長より目録を贈呈しました。

　　送金日：2019 年２月 25 日

　　送金額：516,000 円

　　送金内訳：クラブ社会奉仕委員会費：10 万円

　　会員 29 名・家族１名・ガバナー補佐・クラブ会員 OB・他クラブ会員・元アクトの 35 名の皆様により、

寄付を行うことが出来ました。

　　心から感謝申し上げます。これからも引き続きご支援をお願いいたします。

６．職業奉仕委員会による「職場見学」を行います。

　　日　時：2019 年３月 14 日（木）　見学場所：コンパス幼保園（大原会員）

　　　　　　場所：市川市行徳駅前１－ 22 － 13　サンガイアビル４Ｆ

　　例　会：日本料理「川秋」　集合：12：15 分　点鐘：12：30

　　　　　　場所：市川市押切 19 －７　TEL：047 － 358 － 1418

　　登録料：クラブ負担（3,250 円）食事費充当　本日より出欠を取ります。

７．地区ローターアクト第 47 回　年次大会のお知らせ

　　日　時４月 13 日（土）12：30 ～

　　場　所：習志野市モリシアホール　習志野市谷津１－ 16 －１

　　登録料：ロータリアン：6,000 円締切：３月 15 日

８．３月の例会予定をお配りいたします。ご活用ください。

◎各委員会報告

　職業奉仕委員会：大家委員長　３／ 14 職場見学（コンパス保育園）

　例会会場：日本料理　秋川　12：15 集合

　　　　　　住所：市川市押切 19 －７

　コンパス保育園

　　　　　　住所：市川市行徳駅前１－ 22 － 13　サンガイアビル４Ｆ

　　　本日の卓話

　　　　　　　　　「日本の国防を考える」 東京中央 RC　金子　研一　

　平成 30 年 12 月３、４日の２日間に大武　健一郎氏（元国税庁長官）、古庄　幸一氏（元海将）、永岩俊道

氏（元空将）らと同行し沖縄の陸海空自衛隊視察に行って参りました。

１．航空自衛隊にて戦闘機等の見学

　・戦闘機など実際の航空機を目の前に説明、陸上自衛隊での昼食風景

　・陸海空自衛隊が行う日々の業務

　　１）陸上自衛隊・・・未だに行い続けている地雷撤去

　　２）航空自衛隊・・・各国からのレーダー監視（防衛相の感知精度を探る）

　　３）海上自衛隊・・・海難事故のサポート



２．返還の実態

　　・普天間基地移設、二島返還問題

　　　１）主権、施政権の返還事情

　　　２）地主が反対をしている理由（ジュゴン、お金が入ってこなくなる）

　　　３）国から沖縄へ流れる膨大な予算（５千億もの予算を国が出している）

　　　４）土地開発（地主とのタイアップ）→成功しないと地主は思っている

３．沖縄の人たちとの関係

　　・米軍が掌握していた戦後 30 年間

　　　１）いろんな事件の中多かった婦女暴行は今でも嫌悪感があり、その時のことを忘れてはいない。

　　　　＝ちょっとした些細なことでも反対。

　　　２）県知事選にも影響＝反対をしなければまず受からない現実。

　　　３）自衛隊には地元の人もいるが嫌われており、近年やっと制服で買い物に行けるようになった。

　　　　＝身を粉にして沖縄の人たちのために撤去や監視など日々の業務を行い続けている。

2790 地区　女性交流会参加の報告 会長　水庫　直子　

　先日の２月 22 日に、幕張ホテルザ・マンハッタンにおいて第 2790 地区女性会員の交流会が開かれ、私も

参加してきました。昨年も行われたことは知っていたのですが、日程が合わず今回初めて参加することがで

きました。まだ２回目かと思っていたのですが、もう５回目の開催とのことで、最初の頃はあまり広く告知

していなかったらしいです。

　第２グループからは、船橋西 RC から４名の参加がありまして、全部で 11 のグループから合計 42 名の参

加でした。

　途中で、グループ毎に前に出てのスピーチタイムがあり、それぞれの方が自己紹介や、クラブの紹介、考

えを述べられていました。会長経験者も多かったですが、意外にも入ったばかり、１年未満という方もいて、

ロータリー歴はさまざまでした。

　やはり、皆様仕事を持ち第一線で活躍されている方ばかりですので、話が盛り上がり、とても楽しい時間

を過ごしました。

　また漆原ガバナーノミニーも参加され、漆原さんの今後のご活躍を、女性パワーで応援しよう！という決

起大会のような雰囲気になりました。

　今度は、１泊旅行も企画されるとのことで、日程が合えばぜひ参加したいです。



・卓話をさせて頂いて。 東京中央 RC　金子　研一様

・金子　研一様、日本の国防の興味深いお話ありがとうございました。 鈴木　隆男

・金子さん、国防の話参考になりました。 藤井　仁毅

・金子さん、興味深い話ありがとうございました。自衛隊さん、ありがとうございます。 斉藤　守

・金子さん興味ある卓話ありがとうございました。「物騒な時代」になってきたと最近感じることが多くなっ

てきました。いつまでも平和でありたいですね。 織戸　豊

・金子さん「日本の国防を考える」大変興味深い、軍の内に居ないとわからない話ありがとう。日本の国防

は大丈夫ですか？ 岡田　敏男

・金子様、日本の国防問題の卓話ありがとうございました。大変勉強になりました。 大家　浩明

・金子様、本日の貴重な卓話ありがとうございました。戦闘機のお話興味深いです。 水庫　直子

・誕生日・結婚記念日のお祝いありがとうございました。４月７日、もう一つの誕生日になりますようによ

ろしくお願いいたします。 斉藤　守

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ２月 28 日　27,000 円 累計　837,000 円

（記念事業献金　145,000 円を含む）

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

３ 月 の プ ロ グ ラ ム


