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第 2033 回例会　2019.10. ３　晴　司会　遠田会員

　国歌「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：30 名中　17 名　56.67％

欠席：伊東・藤代・鯨井・長野・松本・守屋・大原・岡田・大家・斉藤（英）・斉藤（守）・鈴木（恭）・

輪湖・各会員

◎ 100％以上出席：  ９／ 28 ～水庫・山﨑～地区奉仕プロジェクトセミナー

◎メークアップ　：９／ 26 ～三須～米山Ｅクラブ

10 ／３～大原・岡田・大家・鈴木（恭）～理事会

本社転勤のため、10 月で退会の

鈴木隆男会員

三つのお祝い　10 月 会員誕生日 おめでとうございます。

金子会員　山﨑会員・9 月結婚記念の三須会員
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度会会長

　先日、ひなたぼっこコンサートの新しいパンフレットが千枚出来上がったので取りに行って来ました。皆さ

んのレターボックスと各テーブルにも何枚か置いてありますので持って帰って心当たりのあるところに配っ

て下さい。

　 近、会員の皆様宅に直接山田代表からコンサート行うことを感謝する礼状が届いてることと思いますが、

本来なら一人一人に会ってお礼を言いたいが出来ないので感謝の気持ちを手紙で出したいと強くおっしゃる

為事務共相談し出してもらうことにしました。日にちも迫っています、頑張って練習している彼らの為にも

立派なコンサートにしてあげたいと思いますのでご協力を下さい。

草野幹事

１．10 月のロータリーレートは１ドル 108 円です。

２．第２グループ会長幹事会のお知らせ

　　日　時：10 月８日（火）　14：30 ～ 16：00

　　場　所：クロス・ウエーブ船橋　　　※会長幹事出席

３．献血活動について

　　日　時：10 月６日（日）　集合：10 時　　社会奉仕委員会等：９時

　　場　所：JR 東船橋駅南口前　「ひがふなフェスタ」会場

　　※ 10 月 10 日（木）の例会は振り替え休会となります。

　　※ご家族・友人をお誘いの上多数ご出席ください。

４．10 月の米山月間・11 月の財団月間に寄付協力をお願いします。

　　先日よりお願いしております、米山奨学会特別寄付、財団特別寄付にご協力をお願い申し上げます。

５．2020 ～ 21 年度　地区主要会議日程及び会場のお知らせ

　　2020 年２月23日（日）第１回会長エレクトセミナー　13：30 ～ 17：00　TKP ガーデンシティ千葉

　　2020 年３月７日（土）地区研修セミナー　　　　　　13：00 ～ 17：00　TKP ガーデンシティ千葉

　　2020 年３月22日（日）第２回会長エレクトセミナー　９：00 ～ 17：00　TKP ガーデンシティ千葉

　　2020 年４月29日（水）地区研修・協議会　　　　　　９：00 ～ 17：00　アパホテル＆東京リゾート東京ベイ幕張

　　2020 年10月17日（土）地区大会 第１日目 　　　　　 13：00 ～ 17：00　アパホテル＆東京リゾート東京ベイ幕張

　　　　　　　　　　　　RI 会長代理晩餐会　　　　　 17：20 ～ 20：00　ホテル　ザ・マンハッタン

　　2020 年10月18日（日）地区大会第２日目 　　　　　　９：00 ～ 17：00　アパホテル＆リゾート東京ベイ

　　2021 年５月17日（月）地区大会記念ゴルフ大会　　　　　　　　　　　 鶴舞カントリー倶楽部

　　2021 年６月25日（金）フェアウエルパーティ 　　　　　　　　　　　　  ホテル　ザ・マンハッタン

「回覧物」

　１．財団ニュース 10 月号

　２．ロータリーとポリオ

　３．地域社会の経済発展月間リソースの案内

　４．2020 ～ 21 年度　地区主要会議日程及び会場のお知らせ

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



理事会報告（10 月定例）

１．鈴木隆男会員の転勤による退会について（2019 年 10 月末まで在籍）

　　・理事の後任について　※山本宏子会員に決定

　　・親睦委員長の後任について　※親睦副委員長の山﨑新一会員に決定

　　・退会時にクラブ慶弔慰規定７条により記念品を贈る　※承認３万円の商品券

　　以上承認

２．クラブ年次総会について（クラブ細則第５条第１節）

　　◎次年度役員・理事の選出

　　◎収入と支出を含む年間予算の執行状況を発表するため、昨年度の年次報告を発表する。

　　　※収入と支出を含む年間の予算の出鋼状況の発表は・・鈴木恭浩会計が行う

　　　※昨年度の年次報告の発表は水庫直前会長が行う　ことを決定

　　・クラブ細則第３条　第５節により指名委員会を設置する件

　　　指名委員：度会会長・遠田会長エレクト・水庫直前会長・草野幹事で構成される

　　　日　時：2019 年 12 月 12 日（木）

３．米山記念奨学会・ロータリー財団特別寄付について（別紙資料）

　　・ニコニコボックスの収益金３％をそれぞれの寄付希望者に補填し米山奨学会・ロータリー財団に特別

寄付を行なう

　　・ポリオ撲滅寄付を行う（各会員から集めた寄付金）

　　※原案通り承認

４．クラブ一般会計四半期報告について（別紙資料）

　　報告を承認

５．台風 15 号による被災地域（クラブ）支援について

　　支援金、見舞金の振込みについて

　　※支援金寄付を 10 万円とする　（会員寄付を１名当たり 3,000 円以上とし、不足分はクラブ社会奉仕委

員会費より支出する。）

　　※寄付先の指定は鋸南ロータリークラブとする。

　　　理由は地区奉仕活動セミナーに出席した水庫・山﨑会員が鋸南ロータリークラブ出席者の現状報告に

感銘したため、指定先とした。

「報告事項」

１．ポリオプラス寄附金報告　９／ 26 現在　142,000 円

　　※財団月間までには寄付を行う

◎各委員会報告

　・社会奉仕委員会　「奉仕プロジェクトセミナー報告」

　・雑誌会報委員会　「ロータリーの友」を読もう

　・三つのお祝い



奉仕プロジェクトセミナー報告 社会奉仕委員長　水庫直子　

　令和元年９月 28 日に行われた、地区の奉仕プロジェクト推進セミナーに出席しました。

　基調講演のテーマは「懸命に生きる人々～日本人こそ学んでほしい～」でした。

　講演者の池間哲郎氏は、沖縄県出身のカメラマン、ビデオ映像編集者で、65 歳。30 年前に台湾の子供の

売春問題の調査がきっかけで、それ以来継続して、アジアの子供たちの支援をされている方です。フィリピ

ン、マニラでのゴミ捨て場で暮らし、ゴミを拾うことで生計を立てている貧しい子供たちへの支援活動、そ

の他各国での活動についての内容は、本当に胸に響く素晴らしいお話でした。

　日頃は、奉仕活動の他、書籍の販売による収益金の寄付、また活動報告の講演会を全国各地で大人だけで

はなく、中高生に向けても、行っているそうです。

　特に子供たちには、いかに日本の子供が恵まれているのか、アジアの貧しい国の子供たちは、食料や安全

な水さえも手に入らないという事実を伝えることが使命と、懸命に努力されています。このような素晴らし

い講演を聴くこができ、何か少しでも役に立ちたいと思いました。

　　　本日の卓話　　　・鈴木隆男会員　退会挨拶

　　　　　　　　　　　・3 つのお祝い　会員スピーチ

・誕生祝を頂きありがとうございました。65 歳となります！あと５年ガンバルゾ～ 山﨑　新一

・結婚記念のお祝いありがとうございます。すいません先に失礼します。ブルーシートを貼りに行ってきま

す。 平山　雄一

・結婚記念のお祝いを頂きありがとうございます。 度会　一也

・誕生日のスピーチをさせて頂き、お休み勝ちですいません。 織戸　　豊

・お誕生祝いを頂きまして。63 歳になりました！ 金子　研一

・結婚記念月です。もう 32 年も過ぎようとしています。この先も・・我慢の日々ですよね～感謝！

 草野　宏隆

・結婚記念日のお祝い素晴らしいお花を頂いて「はなちゃん」も喜んでいます。ありがとうございます。

　1970 年の今日 10 月４日、役 50 年前商工会議所の６階で結婚式を挙げました。無職で借金をそして病み上

がりでした。　「ぼうふら」は人を指すような蚊になるまでは、泥水をのみ　浮き沈み・・・　

　森繁久弥　の句です。 相澤　友夫

・10 月 17 日「おひさまバンド」を成功させましょう！出来るだけ友人知人をお誘いください。知的障害者

　の人たちが困難を乗り越え頑張っています。 相澤　友夫

・今週日曜日、10 ／６は、ひがふなフェスタ・献血活動の日です。おそらく晴れそうです。短い時間でも良

いのでお顔を出してください。出来れば献血もお願いします。 水庫　直子

・鈴木隆男会員、退会残念ですが今後のご活躍をお祈りし申し上げます。 山口　習明

・鈴木隆男会員、ご栄転おめでとうございます。寂しくなりますがお住まいが船橋なのでたまにはお顔を見

せてください。 中村　和一

・鈴木隆男会員へ退会本当に残念です！！　これからもゴルフ有休でよろしくお願いします。 山﨑　新一



・鈴木隆男会員、突然のことでとても寂しく思っています。いつも頼りになる方で、益々のご活躍を期待し

ております。 山本　宏子

・鈴木会員、短い間でしたがお世話になりました。カジキの話はとても印象に残っています。ありがとうご

ざいました。 佐々木　隆幸

・鈴木隆男様、ご栄転おめでとうございます。いつも穏やかで親切な方で、幹事の時もお大変お世話になり

ました。これからも健康に気をつてご活躍くださいませ。 事務局　西川　典子

・皆様大変お世話になりました。船橋東ロータリークラブの会員の皆様と事務局の西川様ありがとうござい

ました。 鈴木　隆男

次週予告

10 月 6 日（日）「献血活動」ひがふなフェスタ

　場所：JR 東船橋駅南口ロータリー

　時間：担当　9:00 ～　　一般会員・家族　10：00 ～　　終了：16：00

　※ 10/10（木）の例会は「献血活動」に振替の為、ありません。

10 月 17 日（木）12：30 ～

　場所 : クロスウェーブ船橋

　卓話 : 会員卓話

10 月 17 日（木）14：00 ～　船橋勤労市民センター 　地下大ホール

　☆「おひさまバンド」チャリティーコンサート開催予定　（メークアップ扱い）

今 週 の ニ コ ニ コ BOX 10 月３日　49,000 円 累計　295,000 円

10月17日（木）　夜間例会

　　21日（月）　地区大会記念ゴルフ大会

　　24日（木）　

　　31日（木）　

11月７日（木）　三つのお祝い・会員スピーチ・

　　　　　　　理事会　

　　14日（木）　

週報今週の担当　　　中　村

10 月 の プ ロ グ ラ ム


