
Rotary Opens Opportunities

第 2076 回例会　2021. １.14　晴　司会　水庫会員

　国歌「君が代」　ロータリーソング　「我等の生業」

◎本日の出席状況

出席：26 名（24 名）中 15 名　62.5％

欠席：平山・伊東・斉藤（英）・草野・松本・佐々木・鯨井・山本・長野（織戸・柴田）各会員
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遠田会長挨拶 三須会員スピーチ 山口会員スピーチ

山口会員・三須会員お誕生日 船橋市より感謝状

http://xn--pck5a5dsddq9hc8756jt7fk94e.jp/


遠田会長

　皆様明けましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願い申しあげます。本来ならばお正月には

あれをしてこれをしてといろいろなプランがあり楽しいうれしいお正月も今年は寂しいお正月となってしま

いました。７日に東京・千葉・神奈川・埼玉４都県に発令された緊急事態宣言ですが、新型コロナウィルス

の感染拡大に伴い大阪・京都・愛知・岐阜・福岡・栃木の７府県に緊急事態宣言の対象区域が広げられました。

変異型も出てきて予断を許さない事態状況となっております。さて本日のコラムより最低気温が０度未満に

なる日を冬日といい全国的に減少傾向にある。東京都心では昨冬、12 月から１月にかけて冬日は１日もな

かった。今季は一変している。昨日は明け方にマイナス 0.5 度まで下がりこの冬 10 日目の冬日を観測した。

めったにない寒い冬が来ている。日本海側では冬将軍が暴れ、雪下ろし中の事故で亡くなる人が相次いでい

る。昨夏の酷暑と厳冬。命をおびやかす季節の変化に加え、折からの感染症の不安もある。健康に過ごすた

め、これほど大変な思いをする１年はそうあるまい。本日の理事会例会も一抹の不安を感じながらも催行さ

せてもらいました。緊急事態宣言を受け来週から一ヶ月休会とさせてもらいます。皆様どうぞ十分お気を付

けてお過し下さい。

中村幹事

１．１月のロータリーレートは１ドル 104 円です。

２．例会臨時変更のお知らせ：船橋西 RC：2021 年１月８日（金）～１月 29 日（金）の例会をコロナウイル

ス感染防止のため休会となります。

◎尚当クラブの例会の変更もお知らせ済みです。１月 14 日（木）の例会は開催

21 日（木）・28 日（木）・２月４日（木）・２月 11 日（祝）まで休会予定です。

３．市川シビック RC「創立 30 周年記念式典のお知らせ」

　　日　時：2021 年４月 18 日（日）　登録：16：00　　点鐘：16：30

　　場　所：東武ホテルレバント東京

　　登録料：15,000 円　〆切り：２月 15 日

４．２月 13 日～ 14 日開催予定の第 44 回 RYLA セミナー歩行ラリーは中止となりました。

５．地区ガバナーよりグループ編成に関するご意見がありましたらガバナー事務所迄。

６．規定審議会郵便投票の結果報告　別紙のように報告があり、地区より RI に提出されます。

７．地区管理運営委員会より三委員会合同セミナーの報告書が届いております。回覧します。

８．地区補助金管理の説明会のお知らせ

　　日　時：2021 年１月 30 日（土）

　　場　所：TKP ガーデンシティ千葉　千葉市中央区問屋長１－ 45

　　点　鐘：13：00　終了：16：10 頃

　　登録料：無料

　　内　容：事業の審査・補助金申請と管理の説明

◎ MOU に署名の上持参する事

　　参加者：2020 ～ 21 年度会長　　2021 ～ 22 年度会長　2021 ～ 22 年度財団委員長

職業奉仕・国際奉仕委員長

◎ ZOOM 又は出席のこと

◎返信：１月 15 日まで

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



９．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

　　詳細はメールボックスに配布してあります。

10．令和２年度船橋市善行表彰について　表彰状及び記念品が届いております。

　　コロナウイルス感染防止のため表彰式は取りやめになりました。

11．地区 2021 ～ 22 年度主要会議日程のお知らせ

　　2021 年

　　　・３月 ６ 日（土 ） チーム研修セミナー（地区委員関係） 　場所：三井ガーデンホテル千葉

　　　・３月 27 日（土）　会長エレクト研修セミナー（１日の開催です）９：00 ～ 16：00

　　　　　　　　　　　　場所：三井ガーデンホテル千葉

　　　・４月 25 日（日）　地区研修・協議会（会長・幹事・クラブ委員長）URL の登録　９：00 ～ 17：00

　　　　　　　　　　　　場所：アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張

　　　・10 月 30 日（土）　地区大会第１日　　　13：00 ～ 17：00　　アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張

　　　　10 月 30 日（土）　RI 会長代理晩餐会　　17：30 ～ 20：00　　ホテル　ザ・マンハッタン

　　　・　　 31 日（日）：地 区大会第２日目　　９：00 ～ 17：00　　アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張

　　2022 年

　　　・６月 24 日（金）　フェアウエルパーティ　18：00 ～ 20：00　ホテル　ザ・マンハッタン

12．RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会のお知らせ

　　日時：2021 年２月６日（土）

　　場所：千葉市市民会館

その他

１．ガバナーより緊急事態宣言の発令を受けて挨拶状が届いております。

２．米山将学会はコロナウイルス感染防止のため１月末日まで在宅勤務となります。

３．国際ロータリー日本事務局はコロナウイルス感染防止のため１月末日まで在宅勤務。

４．ロータリー財団ニュース１月号・バギオたよりが届いております。

５．職業奉仕月間リソースのご案内が届いております。

報告事項

１．船橋東 RC 情報アンケート（地区へ）中村幹事より

理事会報告　（１月例会）

１．１月・２月の例会開催について

　　※緊急事態宣下が発令されている２月７日まで休会。11 日は祝日で休みなので 18 日から再開予定。緊

急事態宣言が延長された場合は会長幹事に一任。

２．第 10 回目開催「ロータリー談義の集い」参加の出席者について

　　日時：2021 年２月 21 日（日）　11：00 ～ 14：00

　　場所：ガバナー事務所　中央区椿森３－１－１

　　当日参加クラブ：船橋東・千葉北・富津シティ・東金ビュー・習志野中央・松戸東

　　参加ガバナー：寺嶋　哲生様　昼食・飲み物準備

　　※参加　山口会員



３．補助金管理説明会のお知らせ（補助金管理セミナー）

　　日　時：１月 30 日（土）

　　場　所：TKP ガーデンシテー　千葉　　点鐘 13：30　　終了：16：10

　　参加者：参加資格確定覚書（MOU）３枚プリント持参

　　※ ZOOM 参加　鈴木会長エレクト、三須幹事エレクト、山崎財団委員長

４．2021 ～ 2022 地区財団申請（案）について

　　※～感染から市民を守る～「コロナ感染対策活動」　市内の公益性の高い施設への除菌作業機器の貸与、

　　　除菌剤（20 Ｌ）の無料配布

　　　・保育園、特養にニーズがあるか確認 → 藤代会員

　　　・JC にニーズがあるか確認 → 三須会員

　　２月の理事会で再検討

５．クラブ慶弔慰規定の改正について

　　第５条（傷病見舞金）

　　　会員が傷病又は事故により 20 日以上の療養をようするときは金 20,000 円の見舞金を贈る。

　　※「３日以上の入院等」に改正

６．言葉の壁をなくそうプロジエクト　絵本寄贈の件

　　・寄贈日：2021 年１月 21 日（日時、場所については別途協議の上決定）

　　・寄　贈：絵本館　妖怪交通安全 55 冊　　・福音館書店　ふみきりくん　55 冊

　　・対象先：船橋市立小学校 54 校と特別支援学校１校

　　※市長、教育委員長宛手紙の内容確認。絵本にラベルを貼る件　承認

７．2020 ～ 2021 年度クラブ一般会計半期報告について

　　※報告書について　予算がわかるように事務局と相談

８．クラブ定款第８条　「会員身分」　２．第２節及び第６節により

　　西川　典子様を名誉会員に選ぶ件　　※承認

９．新規奨学生の世話クラブとカウンセラー引き受けについて

　　※次年度は見送り

「その他」

　・ガバナー表彰に西川さんを推薦してはどうか　　※承認

◎各委員会報告

　雑誌会報委員会

　社会奉仕委員会

　　　　本日の卓話　　・会員スピーチ



・「りん」の原稿必ず今月末までに青孔社へ送ってください。宜しく、２月 18 日発行予定です。 藤井　仁毅

・お誕生日のお祝いありがとうございます。2021 は千倍返しで頑張ります。 三須　榮光

・誕生祝をいただきまして有難うございます。72 歳になりました。少しボケてきましたがよろしくお願い申

し上げます。 山口　習明

・妻の誕生祝いを大変立派なお花をありがとうございます。正月早々妻と劇団四季の「オペラ座の怪人」を

見ました。息子の（いしともの社長）の強い勧めもあり鬼滅の刃を見て「家族のために命を懸ける！」主

人公の炭治郎の戦いに感激しました。私は学生の頃（1960 年安保闘争）の白井三平の「カムイ伝」を思い

だしました。 相澤　友夫

・大好きな作家の半藤一利さんが１月 12 日に亡くなりました。（90 歳）藤井先生「りん」に半藤さんのこと

「平和」な事書きます。よろしいですか？ 相澤　友夫

・船橋市の善行表彰をロータリアンとして受けました。コロナで表彰式が中止となりましたが、皆様のお陰

でと感謝いたします。 鈴木　恭浩

・2021 年新年ですが、コロナで緊急事態宣言と外出すること会食がなくなりました。ロータリーも当分の間

お休みで残念です。 岡田　敏男

・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。 山口　習明

・皆様、本年もよろしくお願い致します。緊急事態宣言発令により又休会となるのはさみしいですが、休み

明けに元気でお会いできることを祈ります。 水庫　直子

・新年最初の例会ですが、コロナ禍で緊急事態宣言が発出され、新年早々大変ですが、皆様体調には気を付

けてください。 吉岡　　剛

・あけましておめでとうございます。西川さん本当に長い間ご苦労様でした。立派な後継者の東さんよろし

くお願い致します。 相澤　友夫

・あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。緊急事態宣言が出されて先行不明で毎

週皆様に会えなくて残念です。 遠田　　毅

・新年早々ですが、来週からクラブはお休みになってしまい残念です。又お会いできるクラブ再開迄ご自愛

ください。 鈴木　恭浩

・新年おめでとうございます。今年はしっかり２本の足で元気でガンバッテ参ります。早くに帰りますが、

お許しください。 斉藤　　守

・皆様、新年あけましておめでとうござます。本年も宜しくお願い致します。コロナに負けない！！

 大家　浩明

次週予告　緊急事態宣言により２／ 11（木）まで休会

今 週 の ニ コ ニ コ BOX １月 14 日　27,000 円 累計　517,000 円



１月21日（木）　休会

　　28日（木）　休会

２月４日（木）　休会

　　11日（木）　休会

　　18日（木）　未定

　　25日（木）　未定

週報今週の担当　　　佐々木

１・２月のプログラム


