
ROTARY CONNECTS THE WORLD

第 2027 回例会　2019. ８.22　晴　司会　遠田会員

ロータリーソング　「それでこそロータリー」

◎本日の出席状況

出席：30 名（28 名）中 23 名　82.14％

欠席：平山・守屋・伊東・松本・藤代・長野・大原・輪湖・斉藤（英）・鈴木（恭）・（相澤・金子）各会員

◎ゲスト：第２グループガバナー補佐 青木　忠茂様

〃 ガバナー補佐幹事　栗林　琢哉様

度会会長

　本日は、お暑いなか青木ガーバナー補佐ようこそいらっしゃいました。そして小林様もご苦労様です。

　前回は、お盆休みがあり、理事の皆様に伝えたいことがあり、理事会臨時として、知的障害者 MD エコ

ネット「ひなたぼっこ」音楽会支援事業を考えました。

ですので、MD エコネットについて少しご説明をします。

MD は知的障害を表す英語 Mental Disabilities の頭文字のＭとＤ、「エコネット」で環境改善のネットワー

クを表します。1997 年夏に発足、1999 年 10 月に特定非営利活動法人として認証されました。障害のある人

もない人も共に生きる社会の実現を目指して、千葉県で知的障害ある人達を中心にして、福祉・環境・街づ

くり・人権の課題に取り組んでいます。

「ガバナー補佐訪問」　青木ガバナー補佐　（船橋 RC） ドローンで撮影した映像を投影していただきました
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　2002 年に船橋駅近くの商店街にコミュニティカフェ「ひなたぼっこ」を開きました。障害のある人とない

人が共に働き新たな出発の足場になること、市民活動の拠点になることを目的として千葉県のNPO活動提案

募集事業に応募し、６ケ月間は委託事業として運営しその後自主運営を続けています。ここから「日向ぼっ

こ」の愛称が広まっていきます。

　それ以外にもドキュメンタリー映画「ひなたぼっこ」これは知的障害のある５人の若者の高校生生活と農

園を作る歩みをテーマに、2000 年にドキュメンタリー映画を製作し、北海道から九州まで全国 100 箇所で上

映され、障害のある若者が学校や地域で皆と共に生きる姿が共感を呼びました。ビデオ化して販売もしてい

ます。このように多様な活動をしている中でバンドを組んで演奏会も行っている彼らに活躍の場を与えたい

と思います。

草野幹事

１．第２グループ情報研修会のお知らせ　（全員登録）　※９／ 19（木）例会振り替え

　　場　所：船橋グランドホテル

　　日　時：９月 17 日（火）　登録受付：13：00

　　第１部：点鐘：13：30

　　第２部：15：00　各クラブ発表　・テーマ：「親睦から奉仕へ　親睦について」

　　　　　　　　　　５分×６クラブ

　　　　　　15：30 ～休憩

　　第３部：15：40　地区研修委員会委員紹介

　　　　　　　　　　テーブルディスカッション　（８人× 10 テーブル）　発表

　　　　　　16：40　講評

　　　　　　17：00　点鐘

　　第４部　17：15　懇親会

　　　　　　19：00　閉会

　　※発表者：親睦委員長　鈴木　隆男会員

　　※登録料：5,000 円（3,000 円徴収済み、不足は例会食事費にて補填）

　　※出席人数報告：９月９日（月）迄

２．次週８月 29 日（木）の例会は鎌ヶ谷 RC との合同ガバナー公式訪問です。

　　場　所：船橋グランドホテル

　　※本日プログラムを配布いたします。

　　◎会長幹事、次年度会長幹事懇談会：11：15 ～ 12：00

　　例会：12：30 ～ 13：30　協議会：13：45 ～ 15：00　　懇親会はありません

　　欠席の無いようお願いいたします。

３．地区大会記念ゴルフ大会のお知らせ

　　日　　時：2019 年 10 月 21 日（月） 　スタート ７：30（in.out 同時スタート）

　　開催場所：ゴルフ倶楽部成田ハイツリー

　　　　　　　千葉県香取郡多古町大門 659　　TEL 0479-75 -1141

　　登 録 料：10,000 円 　プレーフィー：21,000 円

　　登録方法：９月２日（月）　クラブ Web サイトより　URL 登録

　　参加希望者：至急事務局迄

幹 事 報 告



４．第２グループ第４グループ合同会長幹事会について

　　日　時：８月 24 日（土）

　　　　　　工 場 見 学：15：30 ～ 16：50

　　　　　　会長幹事会：16：30 ～ 16：50

５．「ポリオプラス」ポリオ根絶にご協力を！

　　先日来ご協力をお願いしております、１名 30 ドル、3,500 円以上の拠金について、まだの会員は至急幹

事・事務局にお願いいたします。

回覧物

　１．風の便り：ロータリー希望の風主学金報告

　２．地区クラブ財団寄付一覧表

　３．財団ニュース

　４．ハイライト米山

理事会報告　（８月持ち回り理事会）

１．知的障害者　MD エコネット「ひなたぼっこ」音楽会　支援事業について

　　社会奉仕委員会より

　　日　時：2019 年 10 月 17 日（木）　14：00 ～

　　場　所：船橋勤労市民センター　地下大ホール

　　協　賛：船橋東 RC　社会奉仕委員会・青少年奉仕委員会

　　協賛金：社会奉仕委員会より４万円　青少年委員会より１万円　計５万円

　　提案理由

　　　知的障害者の自立や社会活動参加の一助として、以前より交流の有る「ひなたぼっこ」の音楽会への

支援を行いたい。

　　※承認

　　　　本日の卓話　　　　　「ガバナー補佐訪問」

 青木ガバナー補佐（船橋 RC）

　船橋東ロータリークラブの皆様こんにちは。

　度会一也会長、草野宏隆幹事のもと新しい年度を迎えられましたことをお慶び申し上げます。

　2790 地区第２グループガバナー補佐を仰せつかりました。船橋クラブの青木忠茂でございます。本日は栗

林琢哉幹事と共にご挨拶に伺いました。

　１年間よろしくお願いいたします。

　マーク・ダニエル・マロニー RI 会長は「ロータリーは世界をつなぐ」、諸岡靖彦ガバナーは「ロータリー

から千葉を元気に」をテーマに掲げています。そのテーマの持つ意味を皆様と考えながらロータリー奉仕活

動をさらに推進することがガバナー補佐任務の一つと考えます。親睦なくしてロータリー活動は遂行できま

せん。第２グループ内の活発な親睦活動に心がけ千葉を元気にし、平和な社会を築く目標に向かって進んで

まいりたいと思います。

　すでに第２グループでは７月 23 日に船橋・船橋みなと両クラブ合同で、７月 26 日に船橋西クラブのガバ



ナー公式訪問を終えております。船橋東クラブと鎌ヶ谷クラブの合同公式訪問が実りあるものになることを

願っております。

　新しい試みとして企画したサッポロビール千葉工場での第２グループ会員・家族会に当クラブからもご出

席いただけることを感謝申し上げます。

　今年度第２グループ情報研修会を９月 17 日火曜日、船橋グランドホテルで「親睦から奉仕へ」のテーマで

行います。パストガバナー関口徳雄地区研修リーダーの基調講演と６クラブ代表会員による発表、「ロータ

リーの絆」をテーマとしたテーブルディスカッションを予定しております。

　2020 年２月４日火曜日に第２グループ　インター・シティ・ミーティングを船橋グランドホテルで開催

いたします。

　第２グループ親睦ゴルフ大会は 2020 年４月 14 日火曜日に鎌ヶ谷カントリークラブで行う予定です。

　皆様のご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

 　青木忠茂　略歴

 　1951 年４月 17 日生まれ　68 歳

 　1974 年３月　青山学院大学経営学部経営学科卒業

 　勤務先：㈲青木写真館

 　ロータリー暦

 　1994 年３月　船橋 RC 入会　職業分類：肖像写真

 　2005 － 06 年　クラブ会長

 　2006 － 17 年　地区Ｒ財団委員会ロータリー平和フェローシップ委員会　委員、委員長

 　2014 － 15 年　クラブ会長

 　2019 － 20 年　第２グループガバナー補佐

・東クラブの皆様　よろしくお願いいたします。 第２グループガバナー補佐　青木　忠茂

・青木ガバナー補佐、今日はありがとうございました。楽しい画像を拝見しましたが、地域も変わってゆき

ますね。サッポロビール園楽しみにしております。よろしく　 度会　一也

・織戸さん恒例となった「うちわ」ありがとうございます。奥様の達筆見事であり、素晴らしいです。読売

書法展に出品してください。 山口　習明

・御誕生日のお花ありがとうございました。 鯨井　祐介

・栗林さん、ご無沙汰しておりました。昼に合えると又違いますね。けれど又楽しい夜間、よろしくお願い

します（笑い・・） 鯨井　祐介

・青木第２グループガバナー補佐。栗林補佐幹事、クラブ訪問ありがとうございます。 山口　習明

・第２グループガバナー補佐青木様、ロータリー活動への熱い思い、お人柄感服しました。補佐幹事の栗ちゃ

ん、ようこそ我がクラブへ　 大家　浩明

・青木さん、一年間ご苦労様です。よろしくお願いいたします。素晴らしい写真映像をどうも！藤井　仁毅

・青木ガバナー補佐、栗林補佐幹事、東クラブへの訪問ありがとうございます。来週のガバナー公式訪問も

重ねてお願いいたします。 草野　宏隆



・青木ガバナー補佐、本日はありがとうございます。又、写真ありがとうございました。昔の店舗が映って

いて感激しました。感謝です！ 中村　和一

・第２グループ青木ガバナー補佐・栗林補佐幹事、本日はご苦労様でした。私がガバナー補佐の時も大変お

世話になりました。写真の方でもいつも北原ガバナーの時を懐かしく思い出します。 岡田　敏男

・青木ガバナー補佐、栗林ガバナー補佐幹事ようこそ、本日はありがとうございました。一年間健康に留意

され張り切りすぎないよう頑張ってください。 遠田　　毅

・青木ガバナー補佐、ドローンの撮影された映像とてもきれいでした。素敵なお仕事だと思いました。又拝

見できる機会を楽しみにしております。 山本　宏子

・青木ガバナー補佐、栗林補佐幹事、一年間よろしくお願いいたします。織戸会員、毎年涼しさをありがと

うございます。 鈴木　隆男

・青木ガバナー補佐、本日はありがとうございました。20 年前当クラブの地区大会を褒めていただきありが

とうございます。亡き北原パストガバナーが聞かれたら喜ぶことでしょう。 織戸　　豊

・なかなか出席できずに申し訳ありません。今日は青木ガバナー補佐の訪問日に参加できたことに感謝いた

します。ありがとうございました。 斉藤　　守

次週予告

　８月 29 日（木）　「ガバナー公式訪問」　鎌ヶ谷 RC と合同

　場　所：船橋グランドホテル

　・会長幹事との懇談会　11：15 ～ 12：00　（次年度会長幹事も出席）

　・例　会　12：30 ～ 13：30　　　※写真撮影

　・協議会　13：40 ～ 15：10

　　第１部：度会会長方針発表　各委員会発表：国際奉仕委員長　大原会員

　　第２部：水庫直前会長「クラブの課題と対策」

　◎懇親会はありません

　◎出席の方は RC のネクタイを着用してください。

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ８月 22 日　24,000 円 累計　166,000 円

８月29日（木）　ガバナー公式訪問

 鎌ヶ谷 RC と合同

９月５日（木）　三つのお祝い・理事会

　　12日（木）　ガバナー公式訪問

　　17日（火）　第２グループ情報研修会

　　19日（木）　情報研修会に振り替え

　　26日（木）　

週報今週の担当　　　中　村

８・９月のプログラム


