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No. 2049・2050・2051 号　　2020 年２月 20 日発行

第二部　次年度クラブ会長発表

船橋東 RC　遠田会長エレクト

http://xn--pck5a5dsddq9hc8756jt7fk94e.jp/


第 2049 回例会　2020. ２. ４　晴　司会　補佐幹事長　山田　聡　様　（船橋 RC）

　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（25 名）中　10 名　40.00％

　欠席：伊東・藤代・平山・鯨井・松本・三須・長野・大原・斉藤（英）・斉藤（守）・佐々木・鈴木・山崎・

　　　　輪湖・吉岡（相澤・柴田・織戸）各会員

◎メークアップ

　２／４分　大原・山崎～ミャンマー奉仕活動　　鈴木～理事会

第一部　基調講演

　　　　子育てに惜しみなく注がれる　母の慈愛　～これこそロータリーの心の原点～

 渡辺孝至様（東京城東 RC）

第二部　次年度クラブ会長発表

　　　　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」

 船橋東 RC　次年度会長　遠田　毅　会員

第三部　懇親会

次年度クラブ会長発表

私のクラブでやってみたいこと　やりたいことあれこれ

 船橋東ロータリークラブ　会長エレクト　遠田　毅

　このテーマについてクラブフォーラムを開き会員から多数の意見が出されましたので、ここで披露、次年

度の我が東クラブの活動の礎として計画を立てていきたいと考えております。

・パラリンピック見学

　　オリンピックイヤーを迎えだいぶ機運が盛り上がってきました。地元千葉で開催されるパラリンピック

の熱戦試合を応援観戦したい。

　　４年に一度のチャンス、比較的なじみの薄いパラリンピックについて理解を深めたい。

　　因みに“パラリンピック”とは広辞苑によりますと（parallel と olympic との合成語）国際身体障碍者

スポーツ大会。４年に一度オリンピック開催地で行う。1960 年脊椎損傷者だけが参加し、第１回が開催、

近年は肢体不自由、視覚障害者なども参加、夏季と冬季がある。

・文化的鑑賞会

　　日本の古典芸能、歌舞伎・お能鑑賞・絵画展・博物館などの見学を通して日本文化への深い理解をする。

・趣味の会

　　現在当クラブではゴルフ会だけが活発、昔は写真同好会・囲碁会もあったが会員数の減少で休止状態で

す。新しく同行の士でテニス会・山の会などを作って親睦の輪を広げたい。



・第２グループ合同講演会

　　一クラブ単独ではもったいない卓話者スピカーがいるので、第２グループ合同で講演会の開催を希望。

・新しい事業

　　出前事業、かって太陽光発電装置を寄贈した際に、クリーンエネルギーについて行ったことがある。ま

た復活させたい。

・子供食堂

　　子供たちに「食」の大切さを伝えると同時に。地産地消と地元の伝統食継承、フードロスをなくすため

の食農教育なども行ってみたい。

・ロータリーデー　たけのこ掘　梨狩り

　　毎年母子ホーム青い鳥・障碍者施設からの多数の参加者があり、ボーイスカウトの協力も得て実施して

きましたが、竹林が閉鎖になり今年いっぱいで終わりになります。その代わり船橋名産の梨でこのイベン

トを続けていきたい。

・献血活動

　　クラブ創立以来継続の献血活動は、平成 27 年にその功により「厚生労働大臣賞」に輝きました。以前は

クラブの地元である北習志野 juju 広場で行ってきましたが地元住民の高齢化により昨年から JR 東船橋駅

南口で開催される「ひがふなフェスタ」の会場に移し行いました。この奉仕活動はぜひ続けていきたいと

思います。

　　このようなクラブのイベントに参加することによって、より親睦が深まり、これがクラブの活性化につ

ながると考えます。

次週予告　２月６日（木）は第２グループ　IM に振替

　　　　　２月９日（日）　９：30 点鍾　地区大会

　　　　　場所：アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張



第 2050 回例会　2020. ２. ９（日）

◎本日の出席状況

　出席：28 名（27 名）中　16 名　59.30％

　欠席：藤代・伊東・鯨井・松本・三須・中村・大原・斉藤（守）・斉藤（英）・佐々木・輪湖（柴田）

 各会員

◎メークアップ

　２／９分　三須～米山Ｅクラブ　大原～ミャンマー支援　中村～理事会

・クラブ表彰　ロータリー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 円

・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

 を受賞いたしました。

第 2790 地区大会

場所：アパホテル＆東京リゾート東京ベイ　点鐘：９：30

地区大会　参加クラブ 地区大会　晩餐会

地区大会　会長幹事 地区大会　参加者会員皆様



第 2051 回例会　2020. ２.13　雨のち晴れ　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（25 名）中　13 名　52％

　欠席：藤代・平山・伊東・松本・鯨井・三須・長野・斉藤（守）・斉藤（英）・輪湖

　　　　（相澤・金子・柴田）各会員

◎メークアップ

　２／４分　大原・山崎～ミャンマー支援訪問　鈴木～理事会

　２／９分　三須～米山Ｅクラブ　中村～理事 会　大原～ミャンマー支援訪問

「ミャンマー支援事業」大原会員と山﨑会員の報告

三つのお祝い　２月 配偶者お誕生日の佐々木会員 「ロータリーの友」読みどころ発表



山 口 会 長

　前回例会から一週あけての通常例会です。

　まずミャンマー小学校支援事業、大原国際奉仕委員長、山﨑親睦委員長ありがとうございました。感謝申

し上げます。

　本日までの間に、２月４日には IM、２月８日～９日は地区大会がありました。ご参加された皆様にはい

ろいろロータリー精神、方向性などを学ばれたことと思います。

　私も、ロータリー漬けの１週間で、ロータリーのことで頭がいっぱいになりましたが、おととい２月 11 日

に歌舞伎を真剣に見てしまったため、頭の中はロータリーと歌舞伎がごちゃごちゃになってしまいました。

　さて、２月は「平和と紛争予防／紛争解決月間」です。ロータリーの友２月号に特集が組まれていますの

で、ぜひ読んでください。なお、ロータリーは「ロータリー平和センタープログラム」により、ロータリー

の 終目標は「世界平和」ですのでプログラムの一環として国際基督教大学を提携大学として、世界各国よ

り優れた学生が学んでいます。

　又、２月 23 日はロータリーの創立記念日です。2005 年にロータリーができましたので今年で 115 年にな

りました。

　日本のロータリー（東京 RC）は 100 年を迎えます。秋には記念式典が行われる予定です。因みに当クラ

ブは 43 年となります。

　ロータリーはこれからもロータリーの目的、ロータリアンの行動規範、四つのテストを基盤として活動し

ていけばまだまだ発展、成長していくと思いますので、頑張りましょう！

　先日の地区大会では、クラブ表彰としてロータリー財団年次寄付優秀クラブとして、又米山記念賞学会個

人平均寄付額優秀クラブ賞をいただきました。

　個人表彰として、相澤　友夫会員が　ロータリー米山メジャードナー 50 回の表彰を受けました。

　又、２月２日に斎藤守会員が講演会中に倒れ緊急入院をされました。

　一時は心配でしたが、一般病棟に移られたとのことで、会長の私が代表してお見舞いに伺う予定です。

　明日はバレンタインデーです。まとまりませんが挨拶といたします。

草 野 幹 事

１．２月のロータリーレートは１ドル 110 円です。

２．第２グループ親睦ゴルフ会に参加をお願いいたします、２組８名以上を予定してます。

３．地区より財団寄付金一覧が届いております。

◎理事会報告（２月定例）

１．2020 ～ 2021 年度　ロータリー財団補助金申請事業について

　　（２／２　地区財団セミナーに MOU を提出）

　　※次年度の財団補助金申請として、船橋市内学校に「自動翻訳機」の購入 10 台程度、と外国語（多）言

語）講師の派遣、

　　※翻訳機は１台約３万円

　　　３／５に教育委員会と相談を行い、詳細を決めることを承認。

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



２．ミャンマー支援事業についての報告

　　※国際奉仕委員長大原会員より写真と説明があり、例会で報告を行う。

３．国際ロータリー第 2790 地区　（別紙参照）

　　被災地支援チャリティーコンサート

　　日時：３月 27 日（金）　場所：船橋勤労市民センター

　　※台風で甚大な被害を受けた千葉県被災地支援のためチャリティーコンサートを行う。

　　ロータリアン：3,000 円　一般 2,000 円　高校生以下無料

　　３月 13 日までに申し込み、入金を行うと事務局に地区よりチケットが送られます。

４．ロータリーダイナースクラブ　コーポレートカードについて

　　※クラブの会計支払いに使用するか、会長・会計・事務局で検討します。

５．戦略計画委員会の設置について

　　※大家会員を中心に数名の会員による検討委員会を設置し、検討していく。

 

「その他」

１．３月の夜間例会について

　　当初３月 19 日（木）の予定でしたが、３月 26 日（木）に変更して行う

　　場所：船橋市芝山の焼肉「宴山」　時間：点鐘：18：30

　　会費：会員：5,000 円　　家族：3,000 円

　　　　　クラブ補填金例会食事費より 3,000 円を補填する

　　※船橋駅よりのバスの送迎　北習志野駅よりの送迎をお願いする

◎各委員会報告

・国際奉仕委員会　「ミャンマー支援事業」報告

・雑誌会報委員会　「ロータリーの友」を読もう

◎２月三つのお祝い

・会員誕生祝い：斎藤守・長野春信・柴田正道

・配偶者誕生祝い：鯨井明美・佐々木愛子

・結婚祝い：輪湖・鯨井・斉藤守・伊東　各会員（敬称略）



　　　　本日の卓話　　　　　　　　「ミャンマー支援事業」報告
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・「義理チョコ」をたくさんいただきありがとうございます。本気のチョコをお待ちしています。お先に失礼

いたします。 鈴木　恭浩

・山崎会員・大原会員ミャンマー支援ありがとうございました。 中村　和一

・ミャンマー支援事業、山﨑、大原両委員長大変ご苦労様でした。ありがとうございました。 山口　習明

・大原、山﨑会員ミャンマー訪問大変お疲れ様でした。そして体調壊さなくて何よりです。 織戸　　豊

・大原・山崎委員長ミャンマー支援ご苦労様でした。珍しいお土産ありがとうございました。味わっていた

だきます。 遠田　　毅

・大原さん。山崎さんミャンマー支援ご苦労様でした。貴重な報告ありがとうございました。 大家　浩明

・大原、山﨑さん、ミャンマー支援ご苦労様でした。 藤井　仁毅

・妻の誕生祝いをありがとうございました。仲良く暮らしています。 佐々木隆幸

・大原会員へ、ミャンマー支援活動現地で大変お世話になりました。今後も学校支援よろしくお願いいたし

ます。 山崎　新一

・ミャンマー訪問ご苦労様でした。山崎会員、大原会員無事に帰国できてよかったです。 吉岡　　剛

・西川さん、チョコレートいただきありがとうございます。いつも本当にお世話になります。 水庫　直子

・大原委員長。山崎委員長、コロナウイルス騒ぎの中、ミャンマー支援に行かれ大変お疲れ様でした。素晴

らしい奉仕活動をされ感動いたしました。お土産ありがとうございました。 事務局　西川　典子

次週予告　２月 20 日（木）　12：30 ～

　　　　　場所：クロスウェーブ船橋

　　　　　卓話：冊子「輪」を読む　会員スピーチ

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ２月 13 日　20,000 円 累計　614,000 円

２月20日（木）　

　　27日（木）　２／９（日）地区大会に振り替え

　　　　　　　休会

３月５日（木）　三つのお祝い　会員スピーチ

　　　　　　　理事会

　　10日（火）　第５回会長幹事会

　　12日（木）　ガバナー補佐訪問

　　19日（木）　夜間例会　

週報今週の担当　　　中　村

２・３月のプログラム


