
Rotary Opens Opportunities

第 2081 回例会　2021. ４．22　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：26 名（22 名）中 12 名　54.55％

欠席：藤代・岡田・大原・斉藤（英）・山本・長野・鯨井・松本・伊東・平山（相澤・山口・織戸・柴田）

各会員

◎ゲスト

第２グループガバナー補佐　徳永　昌子　様（鎌ケ谷 RC）

◎メークアップ

・４／ 22　分～藤代・岡田～理事会

No. 2081 号　　2021 年４月 29 日発行

「本日の卓話」

徳永ガバナー補佐

「入会式」

遠田会長＆野田真司会員

「第２Ｇ親睦ゴルフ大会団体優勝」

徳永Ｇ補佐＆草野ゴルフ会会長

http://xn--pck5a5dsddq9hc8756jt7fk94e.jp/


遠田会長

　皆様こんにちは。連日 高気温が 20℃を超え夏日も記録され暖かい陽気が続いております。本日の朝刊

では政府は新型コロナウィルスの感染拡大している東京・大阪・京都・兵庫の４都府県に、改正新型インフ

ルエンザ対策特別処置法に基づく緊急事態宣言を発令する方針を固め 23 日に決定し発令期間は今月 25 日頃

から少なくとも３週間とする方向。宣言が発令されれば昨年４月と今年１月に続いて３回目となる。１日当

たりの感染者が 5000 人を超えるのは１月 22 日以来３か月ぶり、大阪府では過去 多となる 1242 人の感染

が判明。４月８日のコラムより。通常のピンクから赤へ。通天閣を彩る夜間照明の色が変わった。大阪府が

独自に非常事態を告げる「赤信号」である。変異ウイルスが急拡大しているらしく、新規感染者が昨日 878

人と過去 多を更新した。２度の緊急事態宣言下よりも多いのだから、医療崩壊が迫っているのだろう。不

要不急の外出を自粛するよう求める赤信号の再点灯も仕方ない。と書きながら既視感を覚える。昨年来、ロ

ンドのごとく繰り返される危機を何度しのげばいいのか。疲弊した人々が気持ちを切り替えるのは容易では

なかろう。いまはやはり、赤信号を全国で共有したい。〈畏怖と畏敬の念〉がこもると染織史家の吉岡幸雄

さんが書いたその色彩に疫病への畏怖を重ね、医療現場で闘う方々への畏敬の念を込めながら。

　〈私のとなりのおじさんは　神田の生まれでチャキチャキ江戸っ子　お祭り騒ぎが大好きで〉美空ひばり

さんが歌った「お祭りマンボ」の１番の歌詞にある。ワッショイは神田祭のみこしだろう。２年に１度、５

月に行う神田祭の中止が決まった。去年は祇園祭（京都）天神祭（大阪）が主行事をやめ、これで日本三大

祭り全てが中止ということに。東京都が「まん延防止等重点措置」に踏み出す準備を始めたというから、仕

方のないことだろう。この施策の略称を巡っては、のんびり感がある。昼寝をする魚を連想させると、まじ

めに議論されもした。とはいえ、話題になることで小難しい名の施策を広める役は果たしたかもしれない。

いつかにぎやかなお祭りが戻ってくることを願いつつ。本場のラテン音楽ではなぜか陽気にこんなふうに叫

んだりする。♪ウーッ　マンボウ

中村幹事

１．4 月 25 日（日）に予定されておりました地区研修・協議会ですが、千葉県内でもまん延防止等重点措置

が一部発令されている状況を鑑みて延期となりました。

２．船橋 RC より、４月 20 日（火）～５月 11 日（火）は新型コロナウィルス感染防止のため例会取り止め

となります。

３．2021 年ロータリー国際大会　北京大会　バーチャル大会（６／ 12 ～ 16 開催）の登録が開始されました。

　　早期登録申込者へのプロモーション特別割引期間が設けられております。登録を予定している方は、お

早めの手続きをお勧め致します。

４．次週４月 29 日（木）は定款第７条第１節による休会となります。

５．前年度会長・幹事慰労ランチ例会の参加申し込みをお願い致します。

　　締切は５月６日です。お早めにお願い致します。

その他

１．RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）パートⅡ・パートⅢ開催のご案内が届いております。

　　→当クラブは参加者なし

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



◎各委員会報告

　「第２Ｇ親睦ゴルフ大会報告」　草野　　　会員

　「入会式」　　　　　　　　　　野田真司　会員

　　　　本日の卓話

　第２回ガバナー補佐訪問 第 2790 地区第２グループガバナー補佐　徳永昌子　

　船橋東ロータリークラブの皆様　こんにちは。

　本日は今年度第２回目のガバナー補佐訪問となります。

　コロナ禍の中、皆様、お元気でお過ごしだったでしょうか。

　コロナウイルスはまだまだ猛威を振るっております。皆様もくれぐれも用心していただき、コロナにかか

らないよう気を付けていただきたいと思います。

　さて、今日はまず、寄付金の話から始めたいと思います。

　2021 年２月のデータで第 2790 地区の年次基金は 77 クラブが寄付してくださり、その中で目標の一人平

均 150 ドル越えは 24 クラブで、寄付金０クラブは５クラブです。関東近隣地区の実績は８位で一人 117.02

ドルとなっております。

　寄付金額は 10 ドル、20 ドルからでもよろしいので、これからでも是非、始めていただきたいと思います。

それからポリオプラス基金の一人 30 ドルもよろしくお願いいたします。

　2021 ～ 2022 年度の第２グループガバナー補佐は船橋西ロータリークラブの小石裕久様が決定されており

ます。

　次年度からのグループ再編成の実施は 2023 年度まで延期され、従来選任方法に戻りました。２年間でじっ

くり検討し、編成変えを考慮していくということです。

　さて、４月以降、今年度の地区年間事業のスケジュールは

　５月 ９ 日（日）開催の地区大会はアパホテル・リゾート東京ベイ幕張で開催。

　５月 17 日（月）地区大会記念ゴルフ大会は市原市の鶴舞カントリークラブで開催されます。

　また、国際協議会は２月１日から 10 日間リモートで実施され、梶原ガバナーエレクトが参加されました。

　次年度 RI テーマは「奉仕しよう　みんなの人生を豊かにするために」と、2021 － 2022 年度 RI 会長エ

レクトのシェカール・メータさんから、全世界のロータリアンに発信されました。　以上、ご報告いたします。

　話は変わりますが、『ロータリーの友』４月号に「母子健康月間」を掲載しております。日本母子に起き

ている不測の事態、マタニティハラスメントや産後うつ DV などの問題です。また出産を望まない若い女

性の中絶など問題が起きております。ロータリークラブは、この問題もしっかりと捉えて向き合ってゆきま

しょう。１女性の立場から、お話をさせていただきました。

　今年度もあと、約２か月となりました。コロナ禍の中、各クラブからご協力いただき、先週４月 15 日に

第２グループ親睦ゴルフ大会を鎌ケ谷カントリークラブに於きまして開催することができました。心配して

おりました天候も前日の春の嵐から一転し、 高のゴルフ日和となりました。団体優勝クラブは貴クラブ船

橋東 RC で、２位は鎌ケ谷 RC、３位は船橋 RC、個人優勝者は貴クラブの大原俊弘会員でした。おめでと

うございました。

　事故もなく、参加された皆様には楽しい一日をお過ごしいただけたと思っております。ありがとうござい

ました。



　入会挨拶　私の履歴書　　 野田　真司　  

　本日は、入会式及び自己紹介の時間をいただき、誠にありがとうございます。

　私は、昭和 41 年生まれの 54 歳。

　想像できないと思いますが、中学の同窓会に行きますと、私のイメージは足が速い奴みたいです。

　苗字が野田のためか、千葉出身ですかと聞かれますが、故郷は名古屋です。

　名古屋は通過するけど、なかなか降りたことがないという方が多いようですが、実はおいしいＢ級グルメ

がたくさんあります。ぜひ、一度、行ってみてください。おすすめです。

　学生時代は、ダメな学生で努力が続けることができず、全然勉強もしませんでした。

　そして、就職の時期にどうしようか悩んでいるときに、友人から、「野田は証券が向いているよな」と言われ、

単純なので、その言葉に根拠もなく自信をつけ、人事面接にむかい、志望動機はと聞かれ、「実力で勝負で

きるから希望しました」と、実力がないのにそんなことを言って、入社しました。

　証券は厳しく、３年もつかどうかだと言われていた時代で友達はすぐにやめると思っていたみたいです。

　入社した１年目で、あきらめずに頑張り一定の成果を残せたことが今につながっています。

　11 年目で、はじめて大阪の天王寺の課長になり、大阪でマネジメントの基礎を学びました。

　その時に、友人の紹介の今の妻と社内結婚しました。子供はおりませんが楽しく過ごしています。

　ちなみに、実は、20 代で一度、失敗（バツイチ）もしています。

　41 歳で沼津支店長になりました。

　その後、和歌山支店長になり、ロータリーはこの時はじめて、和歌山東 RC に入会しました。

　それから、転勤を繰り返しつつ、東京赤坂 RC、名古屋大須 RC に入会し、現在に至っています。

　毎回、自己紹介して親睦委員、クラブ奉仕をして転勤ということを繰り返しています。

　いつも大変心苦しく思っていますが、今回も快く入会をご承認いただき、あらためて感謝申し上げます。

　 後になりますが、こんな話を聞いたことがあります。

　30 年生きた方も、100 年生きた方も、亡くなる前は、自分の人生は短かったと思うそうです。

　しかし、いい人生かどうかは、人生の生きた年数ではなく、いい思い出の数で決まるそうです。

　限りある時間の中で、ロータリークラブを通じて、いい思い出をたくさんつくれればと思っています。

　本日は 後までご清聴いただき、誠にありがとうございました。

・第２グループガバナー補佐　徳永様より 5,000 円戴きました。

・野田真司会員の入会を祝して。コロナ禍でのロータリー活動ですがガンバリましょう。 遠田　　毅

・今日は入会式および、新会員卓話の時間をいただきありがとうございます。 野田　真司

・野田さん、当クラブにようこそ。楽しい卓話をありがとうございました。 大家　浩明

・野田さん入会おめでとうございます。これからのロータリーライフを楽しみましょう。ゴルフ会の入会も

お待ちしてます。 草野　宏隆

・野田会員へ入会おめでとう！！ゴルフ会入会もお待ちしています。 山﨑　新一

・徳永ガバナー補佐様、今日はご訪問ありがとうございます。野田会員、ゴルフ部入会と LINE 参加お待ち

しております。 鈴木　隆男



・徳永ガバナー補佐様、本日は卓話ありがとうございます。クラブ編成のお話、色々と考えるべきことあり

ますね。 水庫　直子

・徳永ガバナー補佐様、卓話をありがとうございました。鎌ケ谷クラブさんとご一緒できることになり安堵

しています。 大家　浩明

・徳永ガバナー補佐本日の補佐訪問に感謝。コロナ禍での任期ですが後２ヶ月よろしくお願い致します。ガ

ンバリましょう。 遠田　　毅

・徳永ガバナー補佐様、お忙しい中当クラブへの訪問ありがとうございました。野田会員、私の履歴書の卓

話ありがとうございました。 中村　和一

・ゴルフ第２グループコンペ優勝素晴しい。近いうちに東クラブのコンペもやりましょうよ。 藤井　仁毅

・大原草野松本山﨑各会員、第２グループ親睦ゴルフ団体優勝オメデトウ。ズ～ット東クラブの時代が続く

ことを祈ります。 遠田　　毅

・先週の第２グループのコンペで東クラブ優勝となりました。大原さん１位松本さん２位のワンツーフィ

ニッシュです。徳永ガバナー補佐ありがとうございました。 ゴルフ会

・業務により早退いたします。来月 20 日の次年度クラブ協議会と 27 日の次年度活動計画書の提出をよろし

くお願いします。 鈴木　恭浩

・竹やぶが、きれいに無くなりました。長い間、竹やぶそうじのご協力有難うございました。 斉藤　　守

次週予告　５月６日（木）理事会・第 2082 回例会　予定

　　　　　場所：クロスウェーブ船橋

　　　　　卓話：会員スピーチ

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ４月 22 日　22,000 円 累計　646,000 円

４月29日（木）　定款第７条第１節による休会

５月６日（木）

　　13日（木）

　　20日（木）

　　27日（木）

　　　

週報今週の担当　　　山　﨑

4・５月のプログラム


