
Rotary Opens Opportunities

第 2077 回例会　2021. ３.25　晴　司会　水庫会員

　ロータリーソング　「手に手つないで」

◎本日の出席状況

　出席：24 名（21 名）中 13 名　61.9％

　欠席：藤代・山本・三須・斉藤（守）・斉藤（英）・鯨井・松本・伊東・平山（藤井・山口・柴田）各会員

◎ゲスト　名古屋大須 RC　野田　真司　様

◎メークアップ　12 ／ 10 分　佐々木～西宮夙川 RC 例会

No. 2077 号　　2021 年４月１日発行

本日の卓話「船橋東 RC での想いで」佐々木会員 会員誕生お祝い　鈴木会員・草野会員・佐々木会員

ミャンマー情勢　大原国際奉仕委員長

http://xn--pck5a5dsddq9hc8756jt7fk94e.jp/


遠田会長

　皆様こんにちは。お休みしている間に季節は移り、春爛漫桜満開お花見シーズンとなりました。さすがに

この状況下ですのでお花見宴会はなく、文字通り花を愛でる“おはなみ”です。さて緊急事態宣言が解除さ

れましたが感染者数は下げ止まり、変異型が増えつつあり、クラスターも一向に減らず予断を許さない状況

です。今一度気を引き締めて向かうところです。自粛疲れでストレスもだいぶたまって来ておりますが適度

に発散させリラックスしたいものですね。さてここで残念なお知らせがあります。吉岡会員と佐々木会員が

転勤の為退会されることになりました。せっかく馴じんで来たところで寂しくなりますが、新天地での更な

るご活躍をお祈り致します。船橋東ロータリークラブでのご活躍に感謝申しあげます。なお吉岡会員の後任

に鈴木隆男元会員がカムバックして来られるということです。ウエルカム“タカオ”さんです。またよろし

くお願い致します。佐々木会員から後任の野田様を紹介されました。ロータリアン経験豊富ということです

ので、またよろしくお願い致します。

　それから地区大会の件ですが本年度は５月９日（日）一日開催で出席者も会長・幹事と限定された事をお

伝えします。コロナ禍で諸々の行事が中止あるいは縮小という状況ですが皆様にご理解頂き引き続きよろし

くお願い申しあげます。

中村幹事

１． ３月のロータリーレートは１ドル 106 円です。

２．吉岡剛会員、佐々木隆幸会員の退会が承認されました。

３．新入会員の承認について

　　三木証券（株）船橋支店長、人事異動により前支店長鈴木隆男君が再就任されました。

　　従って新入会員としての推薦があり、理事会はこれを承認致しました。

　　会員として公示致します。クラブ細則第 12 条第１節及び第５節をご参照下さい。

４．2003 － 04 年度パストガバナー増田豁様が 2021 年１月 28 日ご逝去されました。（享年 81 歳）葬儀はす

でに近親者のみで執り行われました。

５．浦安 RC「創立 40 周年記念例会並びに祝賀会のご案内」

　　日　時：2021 年３月 28 日（日） 　登録：14：30　点鐘：15：00

　　場　所：ホテルオークラ東京ベイ

６．徳永ガバナー補佐より今年度の IM について。

　　「我がクラブの歴史を振り返る」というタイトルで、会員の皆様に回顧録や感想文などを募り記念冊子を

作成する予定でしたが、クラブ再編成実施の延長により鎌ケ谷 RC が移動することがなくなった為、再検

討し連絡致します。

７．2021 年ロータリー国際大会　北京大会は新型コロナウイルスにより感染拡大が続いていることを受け、

バーチャル大会での開催に変更されます。

８．2020 － 21 年度地区大会記念ゴルフ大会のお知らせ

　　日　時：2021 年５月 17 日（月）　６：45 受付開始

　　場　所：鶴舞カントリー倶楽部　プレーフィ：22,000 円

　　登録料：10,000 円

　　〆　切：３月 25 日（木）

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



９．2021 － 22 年度地区主要会議日程及び会場のお知らせ

　　2021 年

　　・３月 ６日（土） チーム研修セミナー（地区委員関係）　　　　 変更：AG・委員長会議

　　・３月 27 日（土） 会長エレクト研修セミナー 13：00 ～ 16：00　変更：同時刻にて動画配信

　　・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

  13：00 ～ 15：30　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日目 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 17：00 ～ 20：00　ホテル　ザ・マンハッタン

　　・10 月 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） フェアウェルパーティ 18：00 ～ 20：00　ホテル　ザ・マンハッタン

10．2020 － 21 年度１月分の MCR レポートが届きましたので回覧します。

11．地区財団補助金プロジェクトの～国際化が進む教育現場～「言葉の壁をなくそうプロジェクト」で、絵

本の寄贈に対して船橋市教育委員会より感謝状を頂きましたのでお知らせ致します。

その他

１．国際ロータリー日本事務局は緊急事態宣言の状況を鑑みて３月末まで在宅勤務。

２．ロータリーの友事務所は新型コロナウイルス感染防止の為３月末まで時差出勤と在宅勤務併用。

３．RLI（ロータリー・リーダーシップ研修会）再延期のお知らせ。

　　３月 13 日開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大・緊急事態宣言の発令が３月 21 日まで延長

されたことに伴い、４月３日に延期されます。→当クラブは参加者なし

４．ロータリー米山記念奨学生　世話クラブが選定されました。

理事会報告（３月例会）

１．吉岡剛会員（三木証券）、佐々木隆幸会員（SMBC 日興証券）の退会承認について　　※承認

２．鈴木隆男様（三木証券）の再入会について　　※承認

３．2021 ～ 2022 年度ロータリー財団補助金申請事業について

　　※コロナ禍で話し合いが出来ないので今回は辞退。但し、地区への申請期間が延長された場合は再検討

する。

４．2021 年決議審議会決議案提出について

　①　各クラブに 2021 年決議審議会決議案　提出依頼

　　　提出期限：４月 30 日

　②　クラブ提出決議案を地区内クラブが承認する為の郵便投票

　　　投票期間：５月 17 日～６月 11 日

　③　ガバナーの RI 事務総長への決議案提出：2021 年６月末

　　◎決議審議会審議案は、組織規定（国際ロータリー定款・細則及び標準ロータリークラブ定款）の改正

をともなわない、決議審議会の意見の表明です。

　　※特に無いが、会員への周知を徹底。

５．2021 ～ 2022 年度　各委員会委員の配属について（別紙資料参照）

　　　※鈴木会長エレクトより案の提出がありました。



その他

１．グローバル補助金事業の WF（国際財団活動資金）からの上乗せ補助率の変更のお知らせ

　　※了承

２．2021 － 22 年度ガバナー公式訪問が 2021 年８月５日（木）になりました。

　　午前中の予定 → 鎌ケ谷 RC より例会場の都合で午後と交換できないか打診あり

　　※了承　理事会の時間、食事については後日検討する。

◎各委員会報告　大原国際奉仕委員長

◎活動報告

～国際化が進む教育現場～　「言葉の壁をなくそうプロジェクト」 絵本寄贈

　2021 年１月 21 日、船橋東ロータリークラブでは「言葉の壁をなくそうプロジェクト」の追加策として市

内の小学校へ２種類の絵本を寄贈致しました。

　昨今、外国籍の方の交通マナーについて問題視されております。特に自転車の運転や道路の横断について

船橋市内でも危険を感じる事が多々あります。もちろん、学校でも交通安全に対する授業は行われています

が外国籍や帰国子女の児童生徒に向けては十分理解されるまでには至らないと感じました。

　そこで、船橋市内小学校へ絵本「妖怪交通安全」と「ふみきりくん」を各 55 冊寄贈致しました。この絵

本を通じて先日寄贈した AI 翻訳機を活用し、日本の交通ルールを楽しみながら学び、悲惨な交通事故を未

然に防止する事ができるのでは？と当クラブ会員の意見を基に、このプロジェクトの追加策として実施致し

ました。

　寄贈の当日は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、政府より緊急事態宣言が発令されていることか

ら船橋市教育委員会　指導課へ絵本のお渡しのみの予定でしたが、業務多忙の中、松本文化教育長と礒野　

護　学校教育部長、大野　等　指導課長にお時間を頂戴し直接絵本を手渡すことができました。

　松本文化教育長からは、「AI 翻訳機は学校現場の様々な場面で活用し大いに役立っている」とのご報告を

頂き更に今回の絵本寄贈は、AI 翻訳機で翻訳しながら理解を深めるという発想が素晴らしいとお褒め頂き

ました。「今回の絵本寄贈の目的をしっかりと各学校に伝え有効活用させて頂きます。」との事でした。

　今回の当クラブの社会奉仕活動～国際化が進む教育現場～「言葉の壁をなくそうプロジェクト」が船橋市

内の日本語が解らない児童生徒とその保護者のみなさまに「言葉の壁」をなくし、更に楽しく生活して頂け

る一助になったと思います。改めて会員の皆様とこの事業に携わって頂きました皆様に深く感謝申し上げま

す。

絵本「妖怪交通安全」と

「ふみきりくん」を各 55 冊寄贈

１冊１冊このプロジェクトの

ラベルを貼りました

松本文化教育長へ絵本を

お渡ししました



　　　　本日の卓話　　　「転勤挨拶」　　　佐々木会員

　

・２年間大変お世話になりありがとうございました。私の個性を真正面から受け止めて下さり、感謝の気持

ちで一杯です。後任の野田をよろしくお願い致します。 佐々木　隆幸

・佐々木会員へ、短い期間ですが楽しい人柄に例会が明るくなりました。お元気でご活躍下さい。

 山﨑　新一

・コロナ禍でのロータリー例会がひらかれて、まずは良かった。佐々木さん退会残念ですが、短い間でした

が活躍ありがとうございました。 織戸　　豊

・佐々木さん、栄転おめでとうございます。退会は残念ですが…。野田さん、これからよろしくお願いしま

す。 鈴木　恭浩

・佐々木会員、２年間お世話さまでした。後任の野田さん、入会おめでとう。野田さん、船橋東 RC に“カ

ツ”を入れて下さい。 岡田　敏男

・佐々木さんあなたはたいへんよくガンバッテくれました。あかるく礼節をわきまえてクラブの「和」を図っ

てくれました。ガバナーからも感謝！野田真司様よろしくお願い致します。 相澤　友夫

・佐々木会員あっとゆう間の１年でした。楽しいゴルフの想い出もあります。今後共宜しく！ 草野　宏隆

・佐々木会員、吉岡会員の転勤による退会、本当に残念です。本当に色々と助けていただいて感謝です。転

勤先でもどうかお元気で！ 水庫　直子

・佐々木会員の転勤による退会、残念寂しいですね。新天地でのご活躍祈念致します。また後任の野田様ご

紹介有難うございます。 遠田　　毅

・大原社長、今回紛争のミャンマー報告ごくろうさまです。家賃大丈夫ですか。監査役として一言です。銀

行やってない国ですか。心配です。 岡田　敏男

・大原さん新社屋落成誠にありがとうございました。10 日前に落成祝いの時に熊谷俊人（現在千葉県知事）

さんにもお越しいただきました。ミャンマーの件ヘコタレルナ！ 相澤　友夫

・大原会員へ、ミャンマー報告ありがとうございました。今度も失敗だね！！ 山﨑　新一

・山﨑さんホールインワン「アッぱれ」おめでとうございます。このクオカードは「お宝の…」のテレビに

出そうかな？貴重なものいただいて… 織戸　　豊

・山﨑会員ホールインワンおめでとうございます。一生に一度出るか出ないかの快挙素晴しい。草野　宏隆

・山﨑さん２月 14 日長太郎カントリークラブホールインワンおめでとう。 岡田　敏男

・山﨑会員“幸運”のおスソワケ有難うございます。ホールインワンおめでとうございます。 遠田　　毅

・2021、２／ 14 長太郎カントリークラブにて山﨑さんがホールインワン達成！誠におめでとうございます。

私も 20 年以上前に達成。お祝い会があれば参加させていただきます。 相澤　友夫

・山﨑さん長太郎 CC にてホールインワン誠におめでとうございます。私も 25 年前に達成し、市長や国会議

員ともどもお祝いしてくれました。 相澤　友夫

・２月 14 日長太郎 CC の月例競技にて３番ホールでホールインワンを達成致しました！！「幸運のおすそ分

です」 山﨑　新一



・コロナ禍の世界の感染者１億 2421 万人死者 273 万人、日本の感染者 46 万人、死者 8943 人。なにがあって

もガンバルしかない！ 相澤　友夫

・緊急事態宣言が解除され、例会が再開でき良かったです。引き続き、新型コロナウイルスに感染しない様

に気を付けて行きましょう。 中村　和一

・毎年当クラブからお祝金をいただいていた「海老川親水市民まつり」が今年も中止になりました。コロナ

が収まれば今年の秋にでも開催したいと思います。 相澤　友夫

・みなさん、お久しぶりです。大原さん、リアルミャンマー報告をありがとうございました。コロナに負け

るな。 大家　浩明

・お誕生日の品物が届きました。ありがとうございます。 草野　宏隆

・誕生祝いをいただいて。先日亡くなった古賀稔彦さんや、清原和博さん、三浦知良さんが同い年です。若

いのかどうか微妙なお年頃です。 鈴木　恭浩

・コロナでお久しぶりです。12 月の結婚記念日、２月の誕生日とプレゼントをおくって頂きありがとうござ

いました。 長野　春信

次週予告　４月８日（木）理事会 11 時開催

　　　　　場所：クロスウェーブ船橋

　　　　　卓話：４月三つのお祝い　会員卓話

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ３月 25 日　54,000 円 累計　571,000 円

４月１日（木）　

　　８日（木）　

　　15日（木）　

　　22日（木）　

　　29日（木）　

　　　

週報今週の担当　　　山　﨑

4 月 の プ ロ グ ラ ム


