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第 2053 回例会　2020. ６.18　くもり　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（26 名）中 19 名　73.10％

　欠席：伊東・平山・藤代・松本・斉藤（守）・斉藤（英）・輪湖（柴田・金子）各会員

◎ゲスト：第２グループガバナー補佐　青木　忠茂様

◎６月三つのお祝い

　会員誕生：相澤会員

　夫人誕生：遠田なほみ・金子雅恵様

　結婚祝い：大原・水庫・松本各会員

久しぶりの通常例会。新型コロナウイルス感染拡大防止対策でソーシャルディスタンス対応スクール形式の配列でした。

山口会長挨拶 青木ガバナー補佐　卓話 マルチプル６回目の山﨑会員

No. 2053 号　　2020 年６月 25 日発行

http://xn--pck5a5dsddq9hc8756jt7fk94e.jp/


山口会長

　皆様、こんにちは。

　第２グループガバナー補佐　青木忠茂様本日はありがとうございます。

　新型コロナウイルス感染拡大により大変長い期間、３ケ月、連続 15 回の例会が取りやめになりました。今

までにない事態となりました。

　本当に皆様お久しぶりでございます。

　元気に例会に顔を出していただき嬉しくて気持ちが高ぶっております。

　ロータリーは職業人の集まりですので緊急事態宣言下、会員におかれましては、お仕事、ご商売、家族の

健康などにつきましては大変なご苦労をあじわっているとことと存じます。

　今こそ底力を発揮して乗り越えて頑張りましょう。

　さて、当クラブもこの期間、いろいろなことがありました。

　①　理事会は３月、５月、６月 11 日には理事会を開催いたしました。４月、５月は持ち回り理事会（臨時

を含む）にて例会開催等の問題を議論にしてきました。

　②　第 2790 地区、地区財団補助金について：コロナ対策支援申請について

　　　４月 23 日付けで地区より発信されました。当クラブでは４月 30 日にクラブ事務所にて、新旧会長・

幹事打合せを行いまして、クラブ負担金 500,000 円、補助金合計 1,100,000 円で実行することとしまし

た。

　　　船橋市（医療センター）、船橋市老人施設協議会（約 26 施設）はマスク 15,000 枚・消毒薬５Ｌ入り 10

本を贈呈することを、臨時持ち回り理事会で決定いたし、申請いたしました。

　　　プロジェクト名「医療現場に届け、ロータリーの心」

　　　コロナ対策特命委員長、中村和一会員

　　　クラブ負担金は取り消し期間中の例会食事費を充当。詳細については中村委員が報告されます。

　③　長野春信会員、ご尊父、長野貞春元会員のご逝去にクラブ代表として弔問しました。（４月８日）

　④　事務局員西川典子様の退職について

　　　ご主人が病気のため９月前後に退職予定、後任の事務局員を探すことになりました。

　⑤　船橋グランドホテルが８月末日に閉鎖されることが発表され、８月のガバナー公式訪問、10 月の情報

研究会などに影響が出てくることと思われます。

　⑥　金子研一会員が東京中央ロータリークラブへの移籍のため６月 30 日付けで退会されます。

　最後になりますが「ロータリーは例会から始まる」といわれておりますが、今日しみじみと感じました。

　 例会から、親睦活動、奉仕活動が生まれてくる。

会 長 挨 拶



草野幹事

１．３ケ月ぶりの例会となりました。

　　６月のロータリーレートは１ドル 108 円です。

２．ロータリー財団に山﨑新一会員が 1,000 ドルのご寄付をされました。

　　お陰様でクラブ累計が 7,290 ドルとなり，会員１人当たり 122％とになりました。

　　本日財団委員会よりマルチプルポールハリス６回目のルビーのピンが届きました。

　　・地区大会にて表彰：相澤　友夫会員にロータリー米山メジャードナーの表彰状をお渡しします。

３．先日事務局よりメール FAX でお知らせいたしました、次年度親睦委員会の三つの祝い品について、皆

様の希望を聞いております。準備の都合上、今日中に事務局、親睦委員会にお知らせください。（回覧しま

す）

４．「前年度会長・幹事慰労夜間例会」として７月 16 日（木）に行います。

　　場所：船橋「ふなぞう」です。会費は会員・家族 3,000 円です。

　　（回覧します）ご参加お待ちしております。

５．第２グループ新旧会長幹事が６／ 16（火）に開かれました。

　　報告を次年度幹事中村会員よりお願いいたします。

６．５月 19 日、「新型コロナウイルス感染防止」の為「医療現場に届～ロータリーの心」として船橋市及び

高齢者施設にマスク 15,000 枚と消毒液５Ｌ入り 10 本を寄贈致しました。船橋市長より感状が又配布先の

医療センターや高齢者施設の方からお礼状が届いております。回覧します。

　　地区コロナウイルス対策補助金 60 万円を申請し、総額 1,100,000 円の事業です。

　　※クラブ食事費を（例会が開けなかった３ケ月分を充当しました。）

７．次年度役員・理事・各委員長・委員　の一覧表をお配りします。

　　※次年度より「クラブ戦略委員会」が設置されます。

　　又、今年度最後の報告として「ポール・米山資格取得積立金一覧表」をお配りします。

　　各自の積立残高をご確認ください。

理事会報告（６月定例）

１．金子　研一会員の退会について（東京中央 RC への移籍）

　　※承認　次年度会員増強・退会防止委員長の後任は松本　健会員。地区へ申請も訂正

２．会長エレクトの選出について（草野会員より辞退がありました）

　　※鈴木　恭浩会員にお願いいたしました。承認

３．出席委員会より　今年度皆出席者表彰について　予算：３万円

　　・メークアップ 100％：12 名　「ワンタッチスリムボトル」1,650 円

　　※承認

４．2019 ～ 20 年度決議審議会　クラブ提出決議案承認（郵便投票）の件

　　※全ての提出案件について　賛成として提出

５．会長・幹事の記念品について　予算各３万円

　　※例年通り各３万円の商品券とする。

６．次年度役員・理事・各委員長・および所属委員について（別紙資料）

　　※承認

幹 事 報 告



７．遠田会長エレクトより「クラブ戦略委員会の設置」について（別紙資料）

　　※クラブ戦略委員会の設置を承認

　　２月の理事会で委員長は大家会員に決定済み。

　　各委員は、遠田会長・中村幹事・会長エレクト鈴木・直前会長山口会員が委員となる。

　　各委員会の配属表に掲載する

８．次年度親睦委員会　三つのお祝いについて

　　※佐々木次年度委員長より、お花・生チョコレートとする。チョコレートは宅急便にて配送予定。予算

は１件送料入れて 4,000 円

９．次年度出席免除会員の確認について

　　・相澤友夫・藤井仁毅・織戸　豊・柴田正道・遠田　毅・山口習明　各会員

　　※事務局に今年度中に申請すること。

10．次年度名誉会員の確認について

　　・宮坂和市氏・大久保忠男氏・佐々木光博氏・武市　弘氏　４名

　　※各承認

11．次年度プログラム委員会より　定款による休会について（別紙資料）

　　例会数：46 回　定款による休会：３回

　　※承認

12．次年度予算案について　　一般会計決算報告

　　※各承認

13．事務局　西川典子さんの退職について

　　９月末日ごろを目途に退職予定　後任の事務局を募集することとする。

　　※クラブ会員にお知らせして公認の事務局を推薦してもらう

「報告事項」

　地区財団補助金によるコロナ・ウイルス対策事業として：「医療現場に届けロータリーの心」

　報告：コロナ対策支援特命委員長：中村　和一会員より

「その他」

第２グループ会長幹事会（第６回）議事録

 2020．6．16　15：00 ～クロスウェーブ

 文責：越川（船橋）

１．青木ガバナー補佐挨拶

　　諸岡ガバナーからのレター紹介

２．各クラブ活動報告

　⑴　船橋

　　・家族例会・夜間例会の中止

　　・通常例会－３月以降中止、６／ 23、６／ 30 開催予定

　⑵　船橋西

　　・出前講座－職業スピーチ（１／ 30）実施

　　・障がい者ソフトボール大会等の中止

　　・通常例会－２月末以降中止、６／ 19、６／ 26 開催予定



　⑶　鎌ケ谷

　　・新年夜間例会を開催（１／９）

　　・親睦旅行（仙台）の中止

　　・通常例会－３月以降中止、６／ 18、６／ 25 開催予定

　⑷　みなと

　　・海神南小、マナー教室（２／ 12）開催

　　・親睦旅行中止

　　・通常例会－３月～５月中止、６／２より開催、６／ 23 最終例会

　⑸　船橋南

　　・ポリオ撲滅チャリティーボウリング大会を開催（11 ／ 30）

　　・こども食堂と共催でダンス教室（２／２）開催

　　・船橋市内の小学校へ出前教室（弁護士会と協力）は中止

　　・通常例会－３月以降中止、６／ 10 から再開

　　　非公式でリモート例会を実施（zoom）

　⑹　船橋東

　　・新年家族例会（１／ 30）開催

　　・ミャンマーの小学校訪問（２／１～２／５）

　　　机イス、雨漏り修理、ノート鉛筆の支援

　　・タケノコ掘り例会は中止

　　・通常例会－３月以降中止、６／ 18 から再開予定

　　・医療に関する支援（地区財団補助金を利用）補助金 60 万円、クラブ 50 万円

　　　⇒マスクと消毒液の寄付

　　　　船橋市 8000 枚（医療センター）、老人福祉施設協議会 7000 枚

３．2020 年国際大会　６／ 20 ～ 26

　　バーチャルで行う⇒マイロータリーから手続可能

４．船橋市障がい者スポーツを支援する会

　　クラブとしての事業ではないが、協力依頼

　　現在、活動休止中

５．次年度ガバナー補佐（徳永）挨拶・報告

　⑴　第５回ガバナー補佐会議の報告

　　①　次年度会長へ書面の提出依頼

　　　・ガバナー訪問に向けた質問事項に対する回答書

　　　・中期計画書（Ｑ＆Ａ）

　　②　コロナによる対応

　　　　会費免除はなし、出席免除は各クラブで判断

　　③　次々年度ガバナー補佐選出の件

　　　　クラブ選出ではなく、梶原ガバナー・ノミニーが選出する方針

　　④　ロータリーカード（オリコ）加入のお願い

　⑵　情報研修会

　　　日程：10 月３日（土）、場所：クロスウェーブ（仮）

　　　テーマ：職業奉仕について（仮）



　⑶　ガバナー公式訪問、ガバナー補佐事前訪問

　　　発表者についてはガバナーに確認後、追って各クラブへ案内（徳永）

　⑷　事前度の全体予定

　　　10 ／３（土）　情報研修会

　　　10 ／ 17、18 　地区大会

　　　2021 年２月 　 IM

　　　2021 年４月　  地区ゴルフ大会 以上

◎各委員会報告

　コロナ支援特命委員会　「医療現場に届けロータリーの心」　報告　中村特命委員長

　雑誌会報委員会　　　　「ロータリーの友」を読もう　中村委員長

　三つのお祝い

　　３月　会員誕生日　　斎藤英明会員（８日）・鈴木会員（11 日）・草野会員（28 日）・佐々木会員（31 日）

　　　　　配偶者誕生日　吉岡友里様（７日）・山口幸子様（24 日）

　　　　　結婚記念日　　佐々木会員（31 日）

　　４月　結婚記念日　　大家会員（３日）・織戸会員（17 日）

　　５月　会員誕生日　　藤井会員（14 日）・山本会員（15 日）

　　　　　結婚記念日　　山口会員（14 日）・斎藤英明会員（29 日）

　　６月　会員誕生日　　相澤会員（６日）

　　　　　配偶者誕生日　遠田なほみ様（13 日）・金子雅恵様（13 日）

　　　　　結婚記念日　　大原会員（26 日）・水庫会員（24 日）・松本会員（30 日）

　　　本日の卓話　　　　　青木ガバナー補佐　訪問

・皆さま、こんにちは、お世話になります。 第２グループガバナー補佐　青木　忠茂

・第２グループガバナー補佐　青木様一年間ありがとうございました。 山口　習明

・15 回分の例会取り消し分のニコニコです（15,000 円）新型コロナに負けるな！　辛抱して頑張りましょう。

 　山口　習明

・幸子の誕生祝の花をいただきありがとうございます。71 歳になりました。 山口　習明

・結婚記念日の祝いをいただきありがとうございました。48 回目です。

Ｇ公式訪問 AG 事前訪問

みなと ７月 28 日 ７月７日

船　橋 ７月 28 日 ７月 14 日

船橋西 ７月 31 日 ７月 17 日

船橋南 ８月 26 日 ８月５日

船橋東 ８月 27 日 ８月 20 日

鎌ケ谷 ８月 27 日 ８月 20 日



・久しぶりの例会です、皆様とお会いすることが楽しく感じます。コロナに負けるな！ 草野　宏隆

・３月の誕生祝ありがとうございました。自粛生活のお誕生日でした。 草野　宏隆

・山﨑会員６回目のポールハリスフェローおめでとうございます。一躍地区のトップ５に浮上したとか。

 遠田　　毅

・皆さまご苦労様です。コロナ禍で大変な思いをされたことと存じます。次号の「りん」26 号は“コロナ特

集”にしますので原稿よろしく原稿の準備をしてください。７月末日を募集締め切りとします。

 藤井　仁毅

・いよいよプロ野球も開幕です。広島カープの大ファンです。よろしく応援してください。今年はやるぞ！

 藤井　仁毅

・５月誕生祝をいただきありがとうございます。 藤井　仁毅

・誕生祝いありがとうございます。50 歳になりました。 佐々木隆幸

・皆さんの元気な姿を久しぶりに見ることができ、安心しました。医療支援、会員の力の結集と改めて感じ

ました。 山本　宏子

・青木ガバナー補佐様、いつもいつも励ましの言葉をいただき本当にありがとうございました。

 事務局　西川　典子

・本日クラブ会計監査を無事すむことができました。岡田会計監査・鈴木会計・会長・幹事ありがとうござ

いました。 事務局　西川　典子

・久しぶりの例会、皆様懐かしいお顔にお会いできまして大変嬉しいです。コロナウイルスに負けず今日を

迎えて感謝です。 事務局　西川　典子

・西川さん、ご主人さまのご快復をお祈り申し上げます。当クラブが数々の奉仕活動が活発に行われて来た

こと心から感謝申し上げます。

・青木ガバナー補佐、一年間（コロナを除いて）ご苦労様でした。３年前に経験した人です。少し早めに失

礼します。 岡田　敏男

・本日午前 10 時 50 分から会計監査（当クラブ）無事終了しました。指摘事項はありません。西川さんご苦

労様でした。 岡田　敏男

・結婚祝いをいただいてありがとうございます。 大家　浩明

・皆さま大変お久しぶりです。コロナに負けず日々頑張りましょうね。 大家　浩明

・父の件では皆様には大変ご心配をおかけいたしました。父の後を継いで長野土地建物（株）の社長として

毎日出社しております。今後ともよろしくお願いします。 長野　春信

・青木ガバナー補佐、大変番狂わせの年に当たってしまいお疲れさまでした、大変ご苦労様でした。一年間

ありがとうございました。 遠田　　毅

・“やまの神”の誕生祝いをいただいて、コロナなんかに負けないとますます元気でトレーニングに励んでお

ります。 遠田　　毅

・結婚＋妻バースデーをいただきました。ありがとうございました。 鯨井　祐介

・３ケ月ぶりの例会、皆さんの元気なお顔を見られてよかったです。 吉岡　　剛

・当クラブより医療現場への寄贈、船橋市より感謝状授与、おめでとうございます。コロナ支援委員長の中

村会員ご苦労様でした。 相澤　友夫

・長期にわたり例会が休会、山口会長、草野幹事様々なご配慮ありがとうございます。 相澤　友夫

・「米山奨学会寄付」で 50 回目、一日 1,000 円の積み重ねです。西川さんに感謝です。 相澤　友夫

・誕生祝いをいただいて 78 歳になります。今年で金婚式を 10 月４日に迎えます。これも妻はな子のお陰で

す。



・長野さんのご尊父様当クラブの会員でした。市会議員も務められご立派な生涯でした。 相澤　友夫

・金子さん、当等クラブをおやめになられるとかお聞きしておりますが、当クラブが文字通り国際交流に参

加（カンボジア支援）ができたのも金子さんのお陰です。子供たちの成長した姿をもう一度ご一緒に見に

行きましょう！ 相澤　友夫

・藤井さんいつも「りん」楽しみにしております。次回の号も協力させてください。 相澤　友夫

・結婚記念のお祝い立派なお花をいただき感謝！ 織戸　　豊

・新型コロナウイルス感染も落ち着き、皆様の元気なお顔がみえてホットしています。健康が何よりですね！

 織戸　　豊

・結婚記念のお花をいただきましてありがとうございました。 水庫　直子

・コロナ明けと月末で急に忙しくなっています。しばらく引きこもりしていたので身体にはきついです。早

退します。 鈴木　恭浩

・皆さま、お久しぶりです。何気ない日常が戻ってきてくれた幸せに感謝いたします。 鈴木　恭浩

・忘れたころの誕生祝いをいただいて、自分が何歳になったか、すぐに出てこないことに年を感じます。

 鈴木　恭浩

次週予告

　６月 25 日（木）　12：30 ～

　場所：クロスウェーブ船橋

　・各委員会活動報告発表

　・新旧会長幹事バッチ交換・新役員宣言式

６月25日（木）　各委員会活動計画発表

　　　　　　　新旧会長幹事バッチ交換

　　　　　　　新役員宣言式

７月２日（木）　会長幹事就任挨拶

　　　　　　　皆出席者表彰

　　　　　　　会計決算予算報告・監査報告

　　　　　　　三つの祝い・会員スピーチ

　　　　　　　理事会　　

週報今週の担当　　　中　村

６・７月のプログラム

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ６月 18 日　119,000 円 累計　740,000 円


