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第 2045 回例会　2020. １. ９　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：28 名（27 名）中 24 名　90.00％

　欠席：伊東・大家・山本・輪湖（柴田）各会員

◎ゲスト：第２グループガバナー補佐　青木　忠茂様（船橋 RC）

船橋 RC さんのレイアウトで今年 初の例会でした

青木ガバナー補佐訪問・卓話三つのお祝い　１月　会員誕生日の山口会員・三須会員
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山口会長

　皆様新年あけましておめでとうございます。令和も年が新まりまして２年目となりました。

　本日はロータリー年度の下期 初の例会です。多数の会員に出席していただき感謝と御礼を申し上げます。

　ロータリーは出席から始まるといわれておりますので、ぜひ出席してロータリーを学んでください。

　さて、本日は第２グループガバナー補佐（３回目）青木忠茂様に訪問していただきまして、誠にありがと

うございます。

　又、母校の青山学院大学においては東京、箱根間の往復駅伝競走に総合優勝をなし遂げられおめでとうご

ざいます。

　我がクラブではまだまだ多くの行事、奉仕活動があります。

　１月 23 日に新年家族会、２月に入りますと１日～５日（３泊５日）に地区 DDF（財団補助金）を利用し

たミャンマー国・ダーベイン村小学校の支援事業のため、有志３名が訪問することになっております。大原

奉仕プロジェクト統括委員長、山崎親睦委員長。草野幹事、大変でしょうがよろしくお願い申し上げます。

　又、２月４日には第２グループ IM が船橋グランドホテル、２月８日、９日には地区大会が開催されます、

いずれもロータリーを識るうえで重要であり会員相互の親睦交流を深める行事です。是非出席されることを

希望しております。この月は PETS（会長エレクト研修セミナー）も行われます。エレクトの遠田さんよろ

しくお願いいたします。欠席しますと会長にはなれなくなります。

　４月にはロータリーデーとして「たけのこ堀」例会を予定しております。会場の都合で今年が 後になる

と思います。

　４月５月にかけては地区研修協議会が行われます。会長、幹事をはじめ指名された委員長が参加します。

委員長は義務出席です。欠席ですと委員長になれないかもです。

　６月には 2020 年国際ロータリー年次大会がハワイホノルルで開催されます。

　我がクラブでは過去に、ニース、モントリオール、大阪の３回参加しております。世界中からロータリア

ンが集まりますので機会があれば参加してみてはと思います。

　いい忘れましたが、１月は職業奉仕月間です。ロータリーの友に特集記事が掲載されていますので、よく

読んでください。 後にロータリーの目的は意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むこ

とにあるとなっております。親睦と奉仕、国際親善、平和を推進することを目指し、会員一同良いことをす

る一年にしましょう。

　皆様のご繁栄とご多幸をご祈念して挨拶といたします。

草野幹事

１．１月のロータリーレートは１ドル 110 円です。

２．ロータリー財団補助金管理セミナーのお知らせ

　　日　時：２月２日（日）　受付：12：30　点鐘：13：00　終了：16：10

　　場　所：三井ガーデンホテル千葉　千葉市中央区中央１－ 11 －１　TEL　043 － 224 － 1131

　　内　容：事業審査について　各種補助金管理・序除菌申請の手順について

　　登録料：無料

　　◎覚書　MOU（書面３枚をプリントし署名の上持参、提出のこと）

　　参加者：2019 ～ 20 年度会長山口会員　2020 ～ 21 年度会長遠田会員　2020 ～ 21 年度財団委員長

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



３．新年家族会について　出欠をお願いします

　　日　時：2020 年１月 23 日（木）　申し込み締め切り：１月 16 日（木）

　　場　所：浦安ブライトンホテル　１Ｆ「フィースト」

　　時　間：点鐘：18：00　終了：21：00　SAA・睦・プログラム委員集合 17：00

　　会　費　会員 10,000 円　家族 5,000 円　小中学生 3,000 円　小学生以下無料

４．第２グループＩ・Ｍについて　　出欠をお願いします。

　　日　時：2020 年２月４日（火）受付：14：30　点鐘：15：00　懇親会：17：40

　　場　所：船橋グランドホテル

５．第 2790 地区大会参加について

　　日　時：大会１日目　2020 年２月８日（土）会長・幹事・地区委員関係

　　　　　　大会２日目　２月９日（日）会員・家族他

　　　　　　　　　　　　２月９日（日）時間：登録開始：８：30　点鐘：９：30　記念講演：10：50

　　場　所：第１日目・２日目：アパホテル＆リゾート東京ベイ

　　RI 会長代理晩餐会：２月８日（土）　場　所：ホテルザ・マンハッタン

　　◎地区大会での表彰について

　　　クラブ表彰：ロータリー財団年次寄付優秀クラブ　216.90 ドル

　　　　　　　　　ロータリー米山記念奨学会個人平均寄付優秀クラブ　32,586

　　　個人表彰：　相澤友夫会員　ロータリー米山功労者メジャードナー　第 50 回

６．2019 ～ 20 年度　下期会費納入のお願い

　　金　額：135,000 円　納入期限：１月 30 日まで

　　振込先：京葉銀行北習志野支店　（普通）4391333

　　口座名：船橋東ロータリークラブ　一般会計　鈴木　恭浩（ヤスヒロ）

７．ロータリー財団委員会より　認証ポイントによる表彰について

　　表彰状及びバッチが送られております

　　・相澤会員のポイントにより相澤はな子様マルチ８回ルビー３個のバッチ

　　・藤井会員のポイントにより長沼和憲様（カズヨシ）ポールハリスフェロー認証状とバッチ

　　・山口会員のポイントにより山口　桂様（カツラ）ポールハリスフェロー認証状とバッチ

　　・織戸会員のポイントにより織戸寿子様（ヒサコ）マルチプル４回サファイヤ４個のバッチ

　　・鈴木恭浩会員のポイントにより渡辺貴途様（タカミチ）ポールハリスフェロー認証状とバッチ

　　が送られております。皆様ご協力ありがとうございました。

８．会長エレクトセミナーのお知らせ

　　第１回目：2020 年２月 23 日（日）登録：13：30　点鐘 14：00 ～ 17：00

　　第２回目：2020 年３月 22 日（日）登録：９：00　点鐘：９：30 ～ 17：00

　　懇親会：17：00 ～ 18：00　参加者 3,000 円（当日集金）

　　場所：TKP ガーデンシティ千葉（カンデオホテルズ千葉）　３Ｆ「シンフォニア」

　　　　　千葉市中央区問屋町１－ 45　TEL　043 － 302 － 1721

　　締め切り：１月 24 日（金）

９．ガバナーエレクトより、次期地区委員として、山崎新一会員を「補助金プロジェクト小委員会委員」と

しての就任要請が来ております。山崎会員よろしくお願いいたします。



回覧物

・財団 NEWS

・年賀状　など

理事会報告（１月定例）

１．2019 ～ 20 年度　一般会計中間報告について

　　退会者の積立金解約について

　　守屋会員：63,026 円　鈴木会員：43,011 円　度会会員：23 円　合計 106,060 円

　　一般会計雑収入に入金済み（12 ／ 18）

　　※報告を承認

２．2019 ～ 2020 年度　新年家族会について

　　日　時：2020 年１月 23 日（木）　受付 17：00　点鐘：18：00

　　場　所：浦安ブライトンホテル　１Ｆ「フィースト」

　　登録料：会員 10,000 円　家族：5,000 円　小・中学生：3,000 円　小学生以下無料

　　アトラクション：歌手　横洲　かおる様　出演料：５万円

　　タケノコほり券の販売は１月の新年会例会から行う。

３．タケノコ掘（ロータリーデー）例会について

　　日　時：2020 年５月２日（土）

　　場　所：斎藤守会員竹林

　　※４月 30 日（木）の例会を振り替え

　　 後のタケノコ掘になるので招待者を「ひなたぼっこ」「ボーイスカウト」「青い鳥ホーム」「長野会員の

そよ風広場」など招待する。

４．クリスマス夜間例会のチャリティー金 171,000 円の使途について

　　（12 ／ 19　斎藤守会員よりご芳志１万円追加）

　　※地区補助金・チャリティー金・クラブ国際奉仕活動費 20 万円の出金を承認、後であまりを清算する、

　　　３名の会員に障害保険をかけることを承認。

５．第２グループＩ・Ｍ（インターシティーミーティング）について

　　日　時：2020 年２月４日（火）　場　所：船橋グランドホテル

　　登録料：6,000 円（全員登録）

　　受　付：14：30　点鐘：15：00　閉会：17：30

　　懇親会：17：40 ～

　　テーマ「私のクラブでやって見たいこと　やりたいこと　あれこれ」

　　発表者：会長エレクト　遠田会員

　　基調講演：渡辺　考至様（城東 RC）

　　※締め切り１月 23 日まで（参加者報告）

　　※承認

６．地区大会の参加について　※現在 14 名の参加



◎各委員会報告

　・会計半期報告

　・ロータリー財団委員会　ロータリー財団寄付バッジ授与

　・親睦委員会　　　「クリスマス例会」報告及び「新年家族会」開催について

　・雑誌会報委員会　「ロータリーの友」を読もう

三つのお祝い（１月三つのお祝い）

　・会員誕生祝い：三須会員・山口会員

　・配偶者お祝い：相澤はな子様・柴田ミトリ様

　・結婚祝い　　：柴田会員・金子会員

　　　本日の卓話

第３回ガバナー補佐訪問挨拶

 ガバナー補佐　青木　忠茂　　

　明けましておめでとうございます。

　2020 年は東京オリンピックが開催されます。そして日本にロータリーが誕生してから 100 年となる記念の

年でもあります。私達は日本人として、ロータリアンとしての誇りを持ち活動してまいりたいと思います。

　２月４日火曜日にインターシティ・ミーティングを開催いたします。東京城東ロータリークラブ会員で船

橋屋会長渡辺孝至氏の卓話を予定しております。各クラブ次年度会長に「私のクラブ、やってみたい、やり

たいことあれこれ」と題し、抱負をご披露いただきたいと思います。森島パストガバナーが講評をしてくだ

さいます。懇親会では第２グループ皆様で親睦を深めたいと思います。

　また２月 8,9 日に地区大会が開催されます。

　第２グループ親睦ゴルフ大会を４月 14 日火曜日に鎌ヶ谷カントリークラブで開催いたします。皆様の参加

をお待ちしております。

　今年度下半期も引き続きご協力をお願いいたします。

・あけましておめでとうございます。 第２グループガバナー補佐　青木　忠茂

・青木忠茂第２グループガバナー補佐様、訪問ありがとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。

 山口　習明

・１月 12 日で 71 歳になります。老人ですがよろしくお願いいたします。 山口　習明

・新年あけまましておめでとうございます。下半期も全員で頑張りましょう。 山口　習明

・新年あけましておめでとうございます。青木ガバナー補佐訪問ありがとうございます。2020 年もロータ

リー活動を楽しみましょう。 草野　宏隆

・新年おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。又「りん」が続きますようご協力よろし

くお願いいたします。 藤井　仁毅

・ポールハリスフェローを戴いた長沼は私の実弟です、私の恩人です。多くの人のおかげで今日の私があり

ます。感謝です。 藤井　仁毅



・おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。青木ガバナー補佐訪問に感謝。本年も奉仕活

動に頑張りましょう！ 遠田　　毅

・おせちの購入ありがとうございました。美味しゅございましたか？来年もよろしくお願いたします。

 鯨井　祐介

・45 歳になりました。 近の誕生日は全く楽しくもうれしくもないです。今年は YEG の千葉県の会長とな

りますが頑張ります！ 三須　榮光

・新年あけましておめでとうございます。出席頑張ります！ 長野　春信

・あけましておめでとうございます。よろしくお願いいたします。 斎藤　英明

・新年あけましておめでとう。今年は読みやすい文章にしたいが、山口さん、草野さん後６ケ月です。

 岡田　敏男

・新年おめでとうございます。今年も笑顔で頑張りたいと存じます。皆様どうぞご指導よろしくお願いいた

します。良い年になりますようお祈りいたします。 事務局　西川　典子

・結婚祝いをいただいて。 金子　研一

・皆様あけましておめでとうございます。昨年の新年は会長なのにインフルエンザで欠席、今年は元気に出

席できありがたいことです。 水庫　直子

・青木ガバナー補佐、卓話ありがとうございます。走るって素敵ですね。 佐々木隆幸

・あけましておめでとうございます。昨年 10 月より入会させていただき、まだ不慣れですが今年もよろしく

お願いたします。 吉岡　　剛

・新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。年末には疲れでダウンして

しまいました。酒屋の職業病かもしれません。 織戸　　豊

・西川さん今年もよろしくお願いいたします。貴方はロータリーのマドンナであり「花」であります。

 相澤　友夫

・大原会員千葉県アマチュアにおいて第４位に輝き「団体ゴルフ大会に出場予定とのこと誠におめでとうご

ざいます。 相澤　友夫

・斉藤守様、昨年海老川の件で大変ありがとうございました。今年度も６月７日にお祭りがありますのでよ

ろしくお願いいたします。 相澤　友夫

・青木ガバナー補佐としてご活躍ご苦労様です。今年は霊峰富士山のお話ありがとうございました。

 相澤　友夫

・山口会長・草野幹事引き続き頑張ってください。 相澤　友夫

・妻の誕生日祝い素敵なお花、ありがとうございました。 相澤　友夫

今 週 の ニ コ ニ コ BOX １月９日　46,000 円 累計　546,000 円



1・２月のプログラム

１月16日（木）　クラブフォーラム

　　23日（木）　新年家族会

　　30日（木）

２月４日（火）　第２グループIM

　　６日（木）　IM に振り替え

　　８日（土）　地区大会

　　９日（日）　地区大会

　
週報今週の担当　　　中　村

次週予告

　１月 16 日（木）　12：30 ～　IM 開催前のクラブフォーラム

　　　　　　　　　　　　　　テーマ「私のクラブでやってみたいこと　やりたいこと　あれこれ」

　　　　　　　　　　　　　　場　所：クロスウェーブ船橋


