
Rotary Opens Opportunities

第 2082 回例会　2021. ５. ６　晴　司会　鯨井会員

　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：26 名（24 名）中　18 名　75％

欠席：大原・斉藤（守）・斉藤（英）・野田・伊東・平山・（山口・柴田）各会員

遠田会長

　皆様こんにちは。GW は如何お過しされましたか？東京など４都府県に３回目の緊急事態宣言が出されて

いる中で迎えた GW。首都圏の行楽地では、１回目が発令されていた昨年の同時期と比べ、人出が大きく増

えている。携帯電話の位置情報から滞在人口を推計する NTT ドコモの「モバイル空間統計」のデータを基

に、昨年５月２～６日と今年５月１～４日の午後１時台の人出の平均値を比較した。東京駅の人出は、昨年

より 1.84 倍に増えていた。昨年は登山道の入り口に「登山自粛」を求める文書が掲示された東京都八王子

市の高尾山では、ケーブルカーとリフトを運行していることもあり昨年の 4.74 倍に上った。昨年は大型連

休中に１回目の緊急事態宣言が全国で延長されたこともあり各行楽地で人波が減った。だが、３回目となる

今回の宣言は対象地域が４都府県に絞られており、対象外となった神奈川県藤沢市江の島で 4.68 倍、同県

箱根町の箱根湯本駅では 3.82 倍に。家族連れでにぎわう静岡県熱海市の熱海駅も 3.22 倍だった。

　昨日５月５日は「こどもの日」総務省は「こどもの日」に合わせて 15 歳未満の子どもの推計人口（４月
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１日現在）を発表。前年より 19 万人少ない 1493 万人で 1982 年から 40 年連続の減少となった。比較可能な

50 年以降で過去 少を更新し、1500 万人を初めて割り込んだ。少子化に歯止めがかからない現状が改めて

示された。３歳ごとの年齢区分別に見ると、０～２歳が 265 万人と も少なく、３～５歳が 292 万人、６～

８歳が 298 万人と続いた。 多の 12 ～ 14 歳は 324 万人だった。年齢区分が低い程人数が少なくなる傾向から、

少子化の進行が表れている。男女別では男子が 765 万人、女子は 728 万人だった。総人口（１億 2541 万人）

に占める子供の割合は前年比 0.1 ポイント減の 11.9％だった。50 年には総人口の３分の１を超えていたが、

第２次ベビーブームが落ち着いた 75 年から 47 年連続で低下しており、こちらも過去 低を更新した。以上

気になるニュースでした。

　私のこの GW はらくらくホンかららくらくスマホへと機種変更し、説明書と首っぴき。新語を覚えるの

と慣れない操作にイラ立つ日々でした。さっぱり慣れない楽ではないらくらくスマホでしばらくはご迷惑を

おかけすると思いますがよろしくお願い致します。

　2020 ～ 21 年度地区大会は無観客開催 YouTube 配信となりました。

中村幹事

１．５月のロータリーレートは１ドル 109 円です。

２．５月９日に無観客開催される地区大会の YouTube 配信のご案内が届いています。

　　ご視聴宜しくお願い致します。ご案内の用紙はメールボックスに配布しております。

３．次回例会は前年度会長幹事慰労ランチ例会でしたが延期となりました。

　　例会場もキャンセルしている為、休会になります。

４．４月 23 日（金）に第２グループ会長幹事会が開催されました。

５．2020 － 21 年度３月分の MCR レポートが届いております。

「その他」

１．国際ロータリー日本事務局は東京都に発令された緊急事態宣言を受けて５月 31 日まで在宅勤務を延長

致します。

◎ 理事会報告（５月定例）

１．次年度三つのお祝い用品について

　　・日本酒・ワイン・お花・焼き菓子の希望をとる

　　 ※承認

２．出席委員会より、今年度皆出席者の表彰について

　　ホームクラブ 100％表彰品：「テッテ」アルコールディスペンサー　500ml　１個　税込 4,312 円

　　メークアップ 100％表彰品：天然竹筆ぺん＋各会員のお名前名入れ＋桐箱入れ・包装

　　　　　　　　　　　　　 　１個　税込 2,431 円

　　該当会員

　　・ホームクラブ 100％出席者：遠田・水庫　各会員

　　・メークアップ 100％出席者：岡田・大家・鈴木・大原・山﨑・中村・三須　各会員

　　・出席免除会員 100％出席者：藤井・山口　各会員

　　4,312 円×２＝ 8,624 円　　2,431 円×９＝ 21,879 円　　合計 30,503 円

　　※承認

幹 事 報 告



３．2022 － 23 年度ガバナー補佐候補者の推薦について

　　※グループ再編が延期になった為、当クラブに順番が回って来る。→引き受ける

　　※候補者については５／ 20 にパスト会長会を開催し、選出。６月の例会で承認を受ける。

「その他」

１．５／ 13（木）に予定していた前年度会長幹事慰労ランチ例会は、東京都で緊急事態宣言の延長がなされ

る事や、船橋でも感染が拡大している事、また前年度会長の山口会員が家庭の事情で５月は全て欠席と連

絡があった為延期。

　　例会場もキャンセルしているので、５／ 13 は休会とする。

２．４／ 23（金）第３回第２グループ会長幹事会の報告

　　次回は６／ 18（金）予定。

　　引継ぎがあるので次年度の会長幹事も参加。

◎ 第３回　第２Ｇ　会長・幹事会報告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日　時：2021 年４月 23 日 14：00 ～ 15：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　場：野村證券　船橋支店　５Ｆホール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作　成：幹 事　中　村　和　一

次第より

１．徳永ガバナー補佐挨拶　第２Ｇゴルフ大会　お陰様で 31 名の参加　感謝

２．⑴　ガバナー補佐会議報告　４／ 10 リモート

　　　・グループ再編　→　２年間延期

　　　《お願い事項》

　　　・５／ 17 地区大会記念ゴルフ大会「舞鶴カントリー倶楽部」現在登録 80 名

　　　　開催にあと 10 組 40 名の参加が必要　ご参加お願い致します

　　　・寄付０クラブが３クラブ有り　（第２Ｇはクリア）　少しでも良いので寄付をお願い致します

　　　・今年度も残り２か月ですが、事業を積極的に展開してほしい

　　　　各クラブの活動報告を地区 HP に載せてください

　　⑵　ガバナー補佐訪問日程再調整及び会議予定日程について

　　　・船橋みなと RC　　　　　　　４／ 27（火）　ガバナー補佐訪問　感染対策をして実施予定

　　　・第４回 第２Ｇ 会長・幹事会　６／ 18（金）　時間未定　野村證券船橋支店５Ｆホールにて

　　　　※新型コロナウイルス感染対策の状況により、開催の可否を決定予定

　　　　※引継ぎがあるので、次年度会長と幹事も参加を予定してください

　　⑶　第２グループ　IM について

　　　　２／ 18 中止 → 次年度に協力をするという形で完結

　　　・情報研修会の書類は１クラブ以外提出済

　　　〇 IM の振替策として、今年度内に職業奉仕について各クラブの上記報告書を読み感想を言う

　　　・報告書は徳永ガバナー補佐より、各事務局へデータで配信予定

　　　・各クラブの判断で実施

　　⑷　第 2790 地区大会について

　　　　→ ５／８（土）　中止　５／９（日）　無観客開催が決定

　　　　※５／９の地区大会は各会員へ web 参加依頼（通達）が来るそうです



　　⑸　ガバナー補佐選出 → 船橋西 RC　小石会員が選出　　次々年度は船橋東 RC から選出

　　⑹　その他　グループ再編の件　２年間延期

　　　・世界中で会員が減少 → 運営できなくなる → 再編は必須

３．報告・確認事項

　⑴　添付のアンケート（補足資料アンケート）　後日提出してください

　⑵　予算／決算　中間報告

　　・事業が中止になった為、新たな収入なし　支出は予定していた額が出て行く

　　・各クラブからの会費＠ 30,000 －は返却しない事でお願いします

　⑶　活動報告書　発行予定について

　　・未開催の事業が続き報告事項が少なく印刷費削減の為、報告書等は電子データで配布予定

　⑷　その他

　　・船橋西 RC　　　５／７例会を休会　（会場の野村證券５Ｆホールが感染症対策で閉鎖の為）

　　・船橋みなと RC　４／ 27 の例会は開催予定

　　　今年度３名入会したが５名退会　会員が 20 名以上いないと運営は厳しい

　　　会員数減少は、クラブ存続の深刻な問題

　　●会員減少問題について、各クラブの状況報告

　　　・船橋西 RC 会長が会員増強して２名を入会

　　　・船橋東 RC 会員数は 27 名位だが、コロナの関係で例会参加者が激減　15 名前後

　 理事会も定足数に達さなくなりそうになったこともあった

　　  本日の補足資料にも記載したが、コロナが無ければ懇親の場を増やし会員相互の

交流を深めるべきだが、今は出来ない状況

 将来的には第２Ｇ内の吸収合併も視野に入れ検討せざるを得ないと考える

　　　・船橋 RC ２名退会　２名入会　31 名

  コロナの関係で、人の集まる会議等に会社から出席を止められている会員が数名

いる

  一度例会を休んでしまうと改めて例会に参加しに行くのがおっくうになるので

は？

 今後、退会者が増加するのではと心配

　　　・船橋みなと RC 先ほど報告した通り、会員減少はクラブ存続の深刻な問題

 例会の回数は減らさない方が良かった ← 退会につながる恐れ

 毎週例会に参加するという習慣が大切

　　　・鎌ヶ谷 RC 会長をはじめ、各会員が会員増強活動をして増員している

　　　次回開催予定　2021 年６月 18 日（金）



◎各委員会報告

　「船橋市コロナワクチンについて」　 藤代会員　

　　　　本日の卓話　　　「会員スピーチ」 山本会員・藤井会員　

・お誕生日のお祝い、ありがとうございました。今年も頑張っていこうと思います。 山本　宏子

・誕生祝いを有難うございました。７回目の年男 84 才になりました。年取ったものだ。そろそろ危ないネ。

今後ともよろしく 藤井　仁毅

・山本先生、弁護士は“しゅうげき”もあってこわいですね。私の会計事務所は“しゅうげき”ないが“い

やなお客さま”はおります。 岡田　敏男

・第２グループゴルフ大会、団体優勝したみたいです。おつかれ様でした。 松本　　健

・ゴルフ分区映えある優勝おめでとうございます！個人で大原さん優勝、松本さん準優勝。当クラブ 44 年内

の 大の快挙です。我が東クラブの団体優勝とあわせて（大きな声で）バンザイ！ 相澤　友夫

・本日は満席、皆様出席頂き有難うございます。緊急事態宣言延長されそうですが、藤代会員のワクチン情

報に感謝。 遠田　　毅

次週予告　５月 13 日（木）　休会

　　　　　５月 20 日　　　 クラブ協議会　場所：クロスウェーブ船橋

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ５月６日　14,000 円 累計　660,000 円

５月13日（木）　休会

　　20日（木）　クラブ協議会

　　27日（木）

６月３日（木）　

　　10日（木）

　　17日（木）

　　24日（木）

週報今週の担当　　　山　﨑

５・６月のプログラム


