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第 2040 回例会　2019.11.21　晴　司会　水庫会員

　ロータリーソング　「それでこそロータリー」「四つのテスト」

◎本日の出席状況

　出席：29 名（26 名）中　19 名　73.71％

　欠席：伊東・平山・長野・松本・守屋・大原・鯨井・斉藤（守）・斉藤（英）・輪湖・（相澤・織戸・柴田）

 各会員

◎ゲスト：細田　静華様（ ㈱わかまつ K コーポレーション）

◎メークアップ

　11 ／ 17　第 39 回船橋をきれいにする日～山口・水庫・鈴木・藤代・長野・金子・三須・佐々木

　11 ／ 20　地区女性の集い～水庫

◎卓話　金子　研一会員「私の履歴書」

山口会長

「26 ドル 50 セントから始まった」

　ロータリー財団は国際ロータリー連合会（後の国際ロータリー）の会長アーチ・クランフ 1869 ～ 1951　

82 歳）の夢から始まりました。彼は「寄付による基金をロータリーで作り世界的な規模で、慈善、教育、

その他社会奉仕の分野で何か良いことをしよう」と米国ジョージア州アトランタ国際大会で提案して採択さ

れたのです。

　しかし彼の熱心さにもかかわらず、寄付はなかなか集まりませんでした。実際このロータリー基金（ロー

タリー財団の前身）に最初に寄付があったのは数か月後で、1917 年米国ミズリー州カンザスシティー RC か

らの寄付 26 ドル 50 セントと言うささやかなものだったのです。当初これはクランフ会長への記念品のため

に購入資金でしたが、カンザスシティー RC が記念品の代わりに基金に寄付をすることを決定したものです。

　次の寄付は米国カルフォルニア州サンフランシスコ RC から寄せられました。

　しかし６年経っても基金はやっと 700 ドル達したに過ぎなかったそうです。

　その後ようやく 5,000 ドル迄成長した「ロータリー基金」は 1928 年のミネアポリス国際大会でロータリー

財団として認証され、国際ロータリーから独立して別機関となりました。そして 1931 年に信託組織となり、

1983 年に米国イリノイ州の法令の下に非営利財団法人となって現在に至っています。ロータリーの友 11 月

号 P11 に財団の創立者、アーチ・クランフの写真と言葉が載っています。

　　自分のためだけに生きるのではなく

　　他者に奉仕する喜びのために生きるべきです。

　ロータリー財団にご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

会 長 挨 拶



草野幹事

１．例会臨時変更：鎌ヶ谷 RC

　・12 月 26 日（木）の例会は親睦家族会の為変更

　　場所：ザ・クレストホテル柏　時間 18：00 ～

　・12 月 26 日（木）の例会は定款第７条第１節による休会

　・令和２年１月２日（木）の例会は定款による年始休会

　・令和２年１月９日（木）の例会は新年例会の為変更

　　場所：三角屋　　時間 18：00 ～

２．先日 11 月 17 日に開催された「第 39 回船橋をきれいにする日」ご参加の皆様ご苦労様でした。

　　参加者：水庫・山口・鈴木・金子・長野・藤代・佐々木・三須　各会員８名です。

　　◎ジャンパーを事務局に返却してください。

３．今年度 11 月の財団月間に寄付をされた会員方々にそれぞれ認証ポイントが付いております。相澤会員・

　藤井会員・織戸会員・山口会員・鈴木会員は１名のポーツハリスフェローを指名できますので、よろし

くお願いいたします。

　　※本日財団の「クラブ認証概要レポート」をお配りしております。

　　　11 月 14 日現在の物です。ご自分の認証を確認ください。

４．2019 年 10 月現在で「第 31 回米山功労クラブ」の表彰を受けました。特別寄付金が 100 万円を超えるた

びに表彰されます。皆様のご協力に感謝申し上げます。

５．次年度地区委員の推薦について

　・岡田　敏男会員は引き続き地区監査委員兼ロータリー財団資金管理委員として

　・山﨑新一会員にロータリー補助金プロジェクト小委員会委員として推薦いたしました。

６．2790 地区　地区大会登録について

　・大会１日目：2020 年２月８日（土）

　　　　　　　　場所：アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張

　　　　　　　　時間：登録受付：12：30　点鐘：13：00　　会長幹事のみ出席

　・RI 会長代理晩餐会　場所：ホテルマンハッタン　17：50 ～　登録料：17,000 円

　・大会２日目：２月９日（日）

　　　　　　　　場所：アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張

　　　　　　　　時間：登録受付：８：30　点鐘：９：30　　全員登録

　　締切：12 月 13 日迄　WEB登録です。

　　出席表を回覧しますので、ご協力をお願いいたします。

　　登録料：無料

７．親睦家族クリスマス例会について

　　日　時：12 月 12 日（木）時間　　集合：18：00　　点鐘：18：30

　　場　所：イタリア料理「マッセリア」　　会費：会員 3,000 円　　家族：無料

　　締め切り：11 月 28 日（木）

　　◎登録料は本日より集金します。

幹 事 報 告



◎各委員会報告

・米山奨学会委員会　米山功労クラブ賞受賞

・社会奉仕委員会　「11 ／ 17　第 39 回船橋をきれいにする日」報告

・第 2790 地区女性ロータリアンの会　報告

「船橋をきれいにする日、活動報告」

 社会奉仕委員長　水庫直子　

　11 月 17 日　日曜日、第 39 回船橋をきれいにする日が晴天の下、開催されました。

　当船橋東 RC からは８人が参加、他約 40 団体が朝の８時半から天沼弁天公演に集合しました。

　９時から開会式、松戸市長の挨拶があり、それぞれルートに分かれゴミ袋を持ってゴミ拾い開始です。

　路上は、あまりゴミは落ちておらず、海老川沿いにタバコの吸い殻、空き缶等ありましたが、私のゴミ袋

には３分の１程度しか入りませんでした。

　約１時間かけて、ゴミ集積所へ到着、ゴミの分別をして終了しました。

　ゴミ拾いをして、路上がきれいになるのは、とても気持ちがよいものです。それ以前にゴミを捨てる人が

減れば、もっと良いのですが。

　今後も、毎年この活動には積極的に参加していきたいと思います。ご協力いただきました皆様、お疲れ様

でした。

2790 地区　女性ロータリアン懇親会報告

 水庫直子　

　令和元年 11 月 20 日、幕張のホテル　ザ・マンハッタンで、昨年に引き続いて、2790 地区、女性ロータリ

アンの懇親会が開かれました。

　第１グループから第 13 グループまで、幅広い地域から、35 名が参加しました。

　ガバナーエレクトの漆原さんの挨拶の中で、神戸で行われた「ロータリー研究会」に参加された報告があ

り、「ロータリアンを男性・女性で区別をすることはおかしいのではないか」という意見があったとのことで

す。

　当地区も、次年度は初の女性ガバナーが誕生します。皆で漆原さんを盛り上げて、女性会員がもっと増え

るよう協力しましょう、と気持ちを新たに致しました。とても楽しい懇親会で、次回また参加したいと思い

ます。

　　　　本日の卓話　　　　　「私の履歴書」 金子　研一　会員　 

・誕生祝いを頂いて。 藤代清七郎

・金子さん、色々な団体に所属してお忙しいと思いますが、再度船橋東クラブでご活躍をお願いいたします。

 草野　宏隆

・金子会員、私の履歴書４回目？楽しく聞かせていただきました。東京中央 RC より船橋東ロータリークラ

ブですね。ご苦労様でした。 岡田　敏男



・金子さんお帰りなさい。改めて私の履歴書を愉快に拝聴させていただきました。今後ともよろしくお願い

いたします。 大家　浩明

・金子さん、貧乏人にはわからない大変なご苦労されたようですが、当クラブに帰ってきてくれてありがと

う今後ともよろしく。 藤井　仁毅

・金子会員４回目にして初めて「私の履歴書」を聞くことが出来ました。ありがとうございました。又今日

の午後も「彰友会」会議よろしくお願いいたします。 鈴木　恭浩

・金子会員の卓話に感謝、若い会員が増えたので再度「私の履歴書」と言うことでプログラムご協力ありが

とうございました。プログラム委員長　 遠田　　毅

・金子さん、本日の卓話内容のスケールが大きくて面白かったです。 吉岡　　剛

・金子会員、圧巻の経歴拝聴させていただきました。ユーモアーのセンスも抜群です。勉強になりました。

 佐々木隆幸

・金子会員、これまでの経歴、役員のお話、奉仕活動のお話ありがとうございました。今後も会員増強につ

いてよろしくお願いいたします。 水庫　直子

・金子会員私の履歴書、楽しく参考になる卓話ありがとうございました。 山口　習明

・第 39 回船橋をきれいにする日、参加者会員皆様ありがとうございました。 山口　習明

・本日も仕事で早退します。申し訳ありません。金子会員の卓話聞けず本当に残念です。 山本　宏子

・次に予定がありお先に失礼いたします。 中村　和一

次週予告　11 月 28 日（木）　12：30 ～

　　　　　場所：クロスウェーブ船橋

　　　　　卓話：会員卓話　「フリートーク」

今 週 の ニ コ ニ コ BOX 11 月 21 日　18,000 円 累計　423,000 円

11・12 月のプログラム

11月28日（木）

12月５日（木）　三つのお祝い・会員スピーチ・

　　　　　　　理事会

　　12日（木）　クラブ年次総会

　　19日（木）　クリスマス例会

　　26日（木）　年末休会

　　　　　　　（定款第７条第１節による）

週報今週の担当　　　中　村


