
ROTARY CONNECTS THE WORLD

第 2034 回例会　2019.10. 6（日）　

ひがふなフェスタ「献血活動」

場所：JR 東船橋駅南口「ひがふなフェスタ」会場

時間：９：00　担当委員会：社会奉仕・SAA・プログラム・親睦委員会

開始：10：00 ～終了：16：00

　当クラブでは社会奉仕活動の一環として毎年「献血活動」を実施しています。

　今回は従来の北習志野から場所を移し、JR 東船橋駅前で開催された地域の祭りである「ひがふなフェス

タ」の会場内に献血車を置き活動しました。

若い方が大勢集まる活気ある中、一般の方にも積極的に献血にご協力頂きました。

受付人数 45 名のうち、200ml ２名・400ml 34 名・不採血９名の結果でした。

目標は 400ml 基準で 40 本でしたのであと僅かでしたが、短い時間で良い結果を残せました。

わずか 40 分の献血で助かる命があります。これからも「献血活動」を続けて行きたいと思います。
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◎本日の出席状況

　出　席：30 名（25 名）中　16 名　64.00％

　参加者：金子・鯨井・水庫・草野・松本・三須・中村・中村美鈴・岡田・大家・佐々木・鈴木（恭）・

　　　　　鈴木（隆男）・遠田・遠田なほみ・山﨑・山﨑由起子・度会・山本・事務局（敬称略）

　欠　席：伊東・藤代・平山・守屋・長野・大原・斉藤（守）・斉藤（英）・輪湖・（相澤・藤井・織戸・

　　　　　柴田・山口）各会員

献血結果報告

　・受付人数：45 名

　　200ml：２名　　400ml：34 名　合計 35 名　　不採血者：９名

　・200ml は２名で１名分となります

　　40 名が目標でしたが、あと少しでした。来年頑張りましょう！

献血会計報告

　ひがふなフェスタ協力金　　35,000 円　　ひがふなフェスタ事務局

　献血者お礼　　　　　　　　35,000 円　　ひがふなフェスタ金券（500 円× 70 枚）

　参加者昼食代金　　　　　 　7,110 円

　合　　　計　　　　　　　　77,110 円

第 2035 回例会

新入会員紹介

三木証券株式会社　船橋支店長　吉岡　剛　氏

第 52 回米山功労賞　相澤友夫会員

第 15 回米山功労賞　金子研一会員 第 1 回米山功労賞　水庫直子会員



第 2035 回例会　2019.10.17　くもり　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：伊東・平山・守屋・松本・鯨井・大原・斉藤（英）・山本・輪湖　各会員

◎ゲスト　三木証券㈱　船橋支店長　吉岡　　剛様

度会会長

　とうとうこの日が来てしまったという感じ、今日が 後の打合せになるので朝９時からの舞台搬入とセッ

テイング、細かい流れと、曲目そして音合わせを現場にてして来ました。

　コンサートをいちから作りあげて行くことが、こんなにも色々あるとは思いもしなかった私には、大きな

経験でしたが疲れました。

　出来る限りはしましたが、後は客の入りですがこればかりは始まってみなければわかりません、天気だけ

はもってほしいと思うばかりです。何年か後にも日向ぼっこ演奏会が継続されれば嬉しい限りです。

草野幹事

　※　先日の献血活動にご参加の会員ご家族・社員の皆様、ご協力ありがとうございました。

　※　台風 15 号の義捐金 10 万円は鋸南 RC へのお見舞金として 10 ／４送金しました。

　　　寄付金がまだの方は至急事務局迄。

１．本日、鈴木隆男会員の転勤により後任の支店長、吉岡　剛様をお迎えしております。

　　入会式は後日行います。よろしくお願いいたします。

２．ガバナーノミニー・デジグネート（2022 ～ 23 年度ガバナー）の公表

　　氏名：小倉　純夫（おぐらすみお）

　　所属クラブ：松戸 RC　職業分類：弁護士

３．「地区先達と語る　私のロータリー　の集い」開催について

　　日　時：11 月 10 日（日）　登録：12：30　　開会：13：00　　閉会：15：50

　　場　所：千葉スカイウインドウズ東天紅　23 Ｆ　千葉市中央区新町 1000

　　参加者：１クラブ　２名迄

　　参加費：１クラブ 2,000 円　締切：10 月 25 日（金）

　　◎参加希望者は至急事務局迄

４．スリランカセミナー開催について

　　日　時：11 月７日（木）　登録：13：00　セミナー：13：30 ～ 15：30

　　場　所：ホテルポートプラザちば　千葉市中央区千葉港８－５

　　会　費：3,000 円　（当日会場で支払い）

　　締　切：10 月 23 日　※先着順

５．10 月の米山月間に因みクラブより 4,000 円の補填により特別寄付を行いました。

　　・相澤　友夫会員　20 万円寄付により　第 52 回　米山功労者　累計 5,200,000 円

　　・金子　研一会員　10 万円寄付により　第 15 回　米山功労者　累計 1,500,000 円

　　・大原　俊弘会員　10 万円寄付により　第 12 回　米山功労者　累計 1,200,000 円

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



　　・斉藤　英明会員　10 万円寄付により　第 ４ 回　米山功労者　累計　400,000 円

　　・水庫　直子会員　10 万円寄付により　第 １ 回　米山功労者　累計　100,000 円

　　以上 60 万円の寄付を行いました。ご協力感謝申し上げます。

６．親睦旅行について（米山梅吉記念館見学・観光旅行）

　　11 月 10 日～ 11 日に開催予定の親睦旅行について、参加者が会員・家族９名と少ないためやむを得ず、

中止といたしました。ご参加の皆様ご了承ください。

７．本日午後時より社会奉仕委員会協賛「おひさまバンド・チャリティーコンサート」が開催されます。

　　場所：船橋市勤労市民センター

　　奮ってご参加ください。

８．第７回日台ロータリー親善会議　福岡大会のお知らせ（回覧）

９．10 月 24 日（木）夜間例会について

　　場　所：船橋「ふなぞう」　船橋市本町１－４－９　織戸会員のお店

　　時　間：18：30 ～

　　会　費：3,000 円　他クラブより 2,000 円

　　◎本日集金します。ご協力お願いします。

　　※昼間　第 126 回クラブ親睦ゴルフコンペ　場所：総武カントリークラブ　印旛コース

　　　集合：７：15 分　参加費 3,000 円

◎第２グループ会長幹事会　第４回議事録（週報掲載）別紙

　日　時：2019 年 10 月８日　場所：クロス・ウエーブ

◎臨時理事会報告（持ち回り）

　鈴木隆男会員の転勤に伴い、後任者三木証券㈱船橋支店　支店長吉岡　剛君の会員としての推薦を承認し

ました。

　クラブ細則第 12 条第１節及び第５節によりクラブ全会員に公示します。

◎各委員会報告

　・社会奉仕委員会

　・米山奨学会委員会

　・親睦委員会

　・雑誌会報委員会　活動報告

　新入会員紹介　三木証券株式会社　船橋支店長　吉岡　剛　氏

　三つのお祝い

　　　　本日の卓話

　　　　　　・３つのお祝い　会員スピーチ



第２グループ会長幹事会（第４回）議事録

2019.10. 8　14：30 ～クロスウェーブ

 文責：越川

　船　橋：木村／青木（AG）、折田、越川

　船橋西：武本

　鎌ヶ谷：石川、高田、徳永ガバナー補佐エレクト（オブザーバー）

　船橋東：度会

　船橋南：平野

　みなと：湯浅、成井

報告事項

１　ガバナー補佐・地区委員長会議（９／７開催）報告

　　・各会員に RLI への参加呼びかけ要請（RLI 推進委員会より）

　　・地区先達と語る「私のロータリー」の集い（11 ／ 10 開催）へ参加要請（地区研修委員会より）

　　・第 43 回 RYLA 実行委員の推薦要請－船橋西が引き受け

　　・ハワイ国際大会（来年６月開催）への参加呼びかけ要請

　　　12 月 15 日までにマイロータリーから登録すると割引あり

２　各クラブ活動報告と予定

　⑴　船橋

　　・ガバナー公式訪問はみなとと合同開催、無事終了

　　・小学校出前授業（10 ／ 11）

　　・児童福祉施設の児童を千葉ジェッツの試合観戦へ招待（12 ／ 22）

　⑵　船橋西

　　・ガバナー公式訪問は無事終了

　　・障がい者ソフトボール（10 ／ 20）

　　・出前講座－職業スピーチ（11 ／６、来年１／ 30）

　　・船橋市障がい者スポーツを支援する会賛助のお願い、水泳大会（12 ／ 15）

　⑶　船橋東

　　・ガバナー公式訪問は鎌ケ谷と合同開催、ミャンマーの小学校の井戸掘り、建設につい　てガバナーへ

情報提供。来年２月に再度訪問し、風雨対策・補修を予定

　　・おひさまバンド、チャリティーコンサート（協賛）

　　　10 ／ 17（木）14：00 ～船橋市勤労市民センターで開催、各クラブへ出席のお願い

　⑷　船橋南

　　・ガバナー公式訪問は無事終了、活発な議論あり。

　　・ポリオ撲滅チャリティーボリーング大会（11 ／ 30 開催予定）、追って告知

　⑸　みなと

　　・ガバナー公式訪問は船橋と合同開催。ガバナーから愛のコンサートにつき広報に注力したらどうかと

いう助言あり。

　　・ミニバスケットボール（10 ／ 13）

　　・愛のコンサート－湊中学校（11 ／ 29）



　⑹　鎌ケ谷

　　・ガバナー公式訪問は東と合同開催、無事終了。

　　・落語教室－東部小学校（９／４）

３　台風 15 号の被害及び義援金

　⑴　船橋　　大きな被害なし

　　　　　　　義援金は各会員から１口１万円（１口以上）を募る予定

　⑵　船橋西　大きな被害なし

　　　　　　　義援金は各クラブの様子をみて検討、20 万円程度集めたい。

　⑶　船橋東　大きな被害なし

　　　　　　　義援金として 10 万円を鋸南町指定で送る。

　⑷　船橋南　会員の工場の屋根が破損、停電。クラブとして見舞金を出す。

　　　　　　　義援金は会員から集める予定

　⑸　みなと　大きな被害なし、家族が多少被災

　　　　　　　義援金については 10 ／ 15 の理事会で決定予定

　⑹　鎌ケ谷　鎌ケ谷 CC が断水・停電し、例会が中止となった。

　　　　　　　義援金については会員から募り、 低３万円で調整中。

４　情報研修会（９／ 17）

　・内容が濃かった反面、時間がタイトだった。

　・基調講演が良かった。

５　第２グループ合同家族会及び第２第４グループ合同会長幹事会

　・概ね好評

　・春には第４グループ主催で合同会長幹事会を開催したい旨の打診あり

６　その他

　　外部から青少年交換の件で問い合わせあったが、たらい回しとなってしまった。

　　→今後は窓口になったクラブがグループの見解をまとめて対応するようにする。

審議事項

１　インターシティ・ミーティング（来年２／４　グランドホテル）

　・基調講演－青木ガバナー補佐へ一任（船橋屋の渡辺様へ打診予定）

　・クラブ発表

　　発表者は次年度会長

　　テーマ「私のクラブやってみたいこと、やりたいことあれこれ」（仮）

○ガバナー補佐訪問の日程

　11 ／ 12 みなと、11 ／ 14 船橋東、11 ／ 27 船橋南、11 ／ 28 鎌ケ谷、11 ／ 29 船橋西

○次回会長幹事会　

　令和２年１月 14 日（火）14：30 ～ 16：00　クロスウェーブ 以上



「おひさまバンドチャリティーコンサート報告」

令和元年 10 月 18 日

 社会奉仕委員会委員長　水庫直子

　昨日 10 月 17 日に船橋市勤労市民センターホールにおいて、船橋東ロータリークラブ協賛のおひさまバン

ドチャリティーコンサートが開催されました。 初に度会会長より主催者挨拶が行われました。当クラブで

は、14 年前にも同じように協賛したコンサートを行っております。

　おひさまバンドは、ちば MD エコネット理事長の山田晴子様の息子さんはじめ、障害を持っている方、健

常者が一緒に活動しているバンドです。

　バンドコーチの鈴木ヒカルさんの指導の元、ドラムやキーボードを一生懸命演奏しているおひさまバンド

のメンバーの姿に、心を打たれます。第１部はおひさまバンドの演奏、第２部は「みんなで歌おう」と題し、

皆さんがよく知っている曲の演奏で会場の方々にマイクを向けて歌っていただくコーナーでした。実は私も、

飛び入り参加で２曲ドラム演奏を致しましたが、とても楽しかったです。音楽の世界に壁はない、と感じま

した。

　 後に、相澤会員から「障害を持つ人達と私たちは、共に生きているのです」という言葉があり、ロータ

リークラブとして今後も支援を行っていきたいと思いました。

　ご協力いただきました皆様、ありがとうございました。

・結婚祝いを頂いてありがとうございました。 藤代清七郎

・鈴木支店長の後任者として吉岡さん、頑張ってください。皆歓迎します。 相澤　友夫

・吉岡さん本日はようこそ東クラブへ、ロータリーを楽しみましょう。 遠田　　毅

・吉岡　剛さんようこそ、鈴木隆男さんに本店栄転おめでとうございます。寂しくなりますね。 長野　春信

・吉岡支店長ようこそ船橋東ロータリークラブへ、入会おめでとうございます。鈴木さんお世話さまでした。

預け資産も少しプラス、 岡田　敏男

・三木証券船橋支店長　吉岡　剛をよろしくお願いいたします。何か申し上げたいことが出来ましたら社長

へ直接お願いします。 鈴木　隆男

ひなたぼっこ　おひさまバンド ひなたぼっこ会長挨拶



・三木証券船橋支店長吉岡様「ようこそ船橋東 RC へ」前任者と変らず積極的にご参加ください。「ロータ

リー精神はビジネスの基本です」 山﨑　新一

・鈴木会員の後任者で吉岡さん入会おめでとうございます。これからロータリーライフを一緒に楽しみま

しょう。 草野　宏隆

・先日のひがふなフェスタ献血活動に多くの皆様のご協力を頂きましてありがとうございました。私も

400ml 取ってもらいたいのですが・・ 水庫　直子

・佐々木さん、献血にご協力素晴らしい！ありがとう。 藤井　仁毅

・佐々木会員へ今年の献血活動「MVP」はあなたです、2,400ml の献血でした！！副賞は例会食事お替り自

由です。 山﨑　新一

・鈴木隆男さん「りん」でも色いろお世話になりました。今後ともゴルフや夜間例会など時々顔を見せてく

ださい。「りん」は吉岡さんに継続して頂きたいと思います。 藤井　仁毅

・藤代さん、父君の叙勲のお祝い盛大に行われ誠におめでとうございます。 相澤　友夫

・今日は「ひなたぼっこお日様バンド」の日です。午後２時から行われます。是非励ましに来て応援してく

ださい。 相澤　友夫

・ひなたぼっこのコンサートの成功を願って！ 度会　一也

・本日は遅刻して申し訳ございません。 佐々木隆幸

次週予告

　10 月 24 日（木）　夜例会

　場所：ふなぞう

　時間：受付 18：00　　点鍾 18：30

今 週 の ニ コ ニ コ BOX 10 月 17 日　20,000 円 累計　315,000 円

10月24日（木）　夜間例会

　　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）

　　21日（木）　夜間例会

　　28日（木）

週報今週の担当　　　中　村

10・11 月のプログラム


