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織戸会員

奉仕プロジェクト統括委員長

鈴木隆男会員

小雨

司会

雑誌会報委員長

大家会員

水庫会員

山口会員

ロータリーソング 「それでこそロータリー」・「四つのテスト」
◎本日の出席状況
出席：25 名（23 名）中 13 名

59.1％

欠席：藤代・長野・大原・松本・斉藤（守）・斉藤（英）・鯨井・草野・平山（藤井・相澤・柴田）各会員
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鈴 木（ 恭 ） 会 長

また話のマクラは MLB で活躍する大谷選手のことになりますが、昨日の MLB オールスターゲームでの
活躍、嬉しい話題がたくさんありました。後半戦もその活躍が期待されるところです。
今ひとつ開催に関しては盛り上がりに欠けるオリンピックですが、若い選手が多く出てきています。体操
や水泳を見ても層が厚くなっているのか、次々と世代交代も進んでいるように思います。飛び込みの玉井陸
斗選手、卓球の張本智和選手などの 10 代の選手が多く出場します。さらにスケートボードの開心那（ひら
き

ここな）選手に至っては 12 歳ということです。
昔から「近頃の若いものは…」と愚痴を口にすることがよくありますが、このような状況では「近頃の若

いものは…大したもんだ」と言わなければならないのではないでしょうか。
私自身、20 代の頃は「新人類」と呼ばれた世代で、散々降んのセリフを言われた気がします。そもそも
この「近頃の若いもんは…」の愚痴めいた年長者の嘆きは、古くは紀元前ギリシャの哲学者プラトンの書や
古代エジプトにもこのような記載があるようです。
最近では、コロナウイルス感染防止対策において世代間の分断が見られるようです。感染したら重症化し
やすい比較的年配の世代とかかっても軽症に終わることが多い若年層との間で、対策に関する認識が大きく
異なってるのです。そのために路上飲みや深夜の宴会に対して年配者はめくじらを立て、若年層はそれに反
発する構図となっています。
飲食店の営業などの経済を優先するか、何よりも生命健康を重視するか、難しい選択になっており、どち
らも間違っていない考えだと思います。どう上手くバランスを取ってもどちらにも批判され、後手に回った
とかやりすぎとの批判が出てしまうのではないでしょうか。
その中で「近頃の若いものは」「近頃の年寄りは…」と世代の批判にまで対立を拡大する事のないように、
一歩後ろに下がって、相手のことを思いやる姿勢を心がけたいと思います。特に若いとか女性とか、相手に
レッテルを貼って見ることは絶対にしない様に心がけております。最後は４つのテストに従って考えていき
たいと思います。

幹 事 報 告

三須幹事

１．７月５日付けで伊東幹雄会員より退会届が提出されました。
先ほど持ち回りの理事会によって、退会が承認されたことをご報告致します。
２．８月５日（木）はガバナー公式訪問です
今年度はガバナーが１日に２～３クラブを訪問される為、時間が変則になります。
点鐘は 15 時。当日は食事は出ませんので、各自昼食を済ませてからご参加下さい。
当日のプログラムと出席者名簿を回覧しますので、出欠席の記入をお願いします。
３．７月 16 日（金）に予定されております第２グループ会長幹事会ですが会場をお借りしていた野村證券船
橋支店の会議室が使用できなくなった為、船橋商工会議所に変更になりました。
三須幹事が出席されます。
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４．奉仕プロジェクト推進セミナー開催のご案内
日

時：2021 年９月 25 日（土）

受付：13：00

点鐘：13：30

場

所：TKP ガーデンシティ千葉

千葉市中央区問屋町１－ 45

出席者：鈴木（恭）会長・三須幹事・大家奉仕プロジェクト委員長
松本社会奉仕委員長・草野国際奉仕委員長の中から
会場での参加は各クラブ２名まで

３人目からはオンライン参加になります。

◎返信は８月 31 日（火）まで
５．船橋東ロータリークラブのホームページが更新されました。
皆様ご確認下さい。
６．来週は祝日（海の日）の為お休みです。
その次の週（７／ 29）はガバナー補佐訪問です。欠席のないようお願い致します。
その他
１．スリランカクラブのご案内が届いております。
２．地区財団学友会より茶話会 ZOOM のご案内が届いております。

◎各委員会報告
雑誌会報委員会

水庫委員長

クラブのホームページが更新されましたので、皆様ご覧下さい。

本日の卓話
・各委員会活動計画発表
・会員スピーチ

・来週は休会で、その次はクラブ協議会になりますので、よろしくお願いします。その次はガバナー訪問に
なります。

鈴木

恭浩

・鈴木（隆）さんコロナでさわがれてる中、大変苦労されてる飲食業や酒屋さんにボランティアしていただ
き、ありがとうございました。

織戸

豊

・活動計画発表、会員スピーチの皆様ありがとうございました。

山口

習明

・山﨑会員、ゴルフ月例会の準優勝おめでとうございます。副賞のお肉ごちそうになります。

鈴木

隆男

・鈴木 SAA・親睦委員長一年間宜しくお願い致します！！「親睦旅行にいきたいです」

山﨑

新一

・鈴木隆男会員 S.A.A. 親睦委員長としての発表、コロナ禍の市場調査楽しく拝聴。中村会員“ナカムラ”創
業 90 周年にまつわる卓話興味深く拝聴。

遠田

毅

・鈴木隆男アルコールざんまい、中村さん 90 周年の卓話に続いて、私の妻、博子の話でないことでした。
岡田

敏男
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・中村会員へ創業 90 周年おめでとうございます！！「４代目の成長が楽しみですね」

山﨑

新一

・所用のため早退します。申し訳ありません。

大家

浩明

・仕事のため、早退させていただきます。

山本

宏子

今 週 の ニ コ ニ コ BOX

７月 15 日

10,000 円

累計 71,000

円

次週予告
７月 22 日（木） 祝日のため休会（オリンピック開会式）

７・８月のプログラム
７月22日（木・祝） 祝日のため休会
29日（木）

ガバナー補佐訪問
クラブ協議会

８月５日（木）

ガバナー公式訪問

12日（木）

お盆休み休会

19日（木）

三つのお祝い会員スピーチ
理事会

週報今週の担当
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庫
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