×ÅÅËÌÙ ÒÅÐÏÒÔ

هȷɁʐʃʒ

 ڨ

ᚐɂȦɟȾ
ǽǽ ྃɜȪȹȞɜ
±®
²®
³®
´®
ǽ

̈́܍Ȫɛș ɒɦȽɁ̷ႆɥៈȞȾȬɞȲɔȾ
SERVE TO CHANGE LIVES
ÔÈÅǽÒÏÔÁÒÙǽÃÌÕÂǽÏÆǽÆÕÎÁÂÁÓÈÉ ᴪ ÅÁÓÔ
No. 2094 号

2021 年 10 月 7 日発行

会長挨拶

幹事報告

８月誕生日お祝い

第 2094 回例会

ᅊȞǽȼșȞ
ɒɦȽȾуࢲȞ
ܧȻՓষɥɔɞȞ
ɒɦȽɁȲɔȾȽɞȞ
ȼșȞ

2021.10. ７

曇

9 月誕生日お祝い

司会

10 月誕生日お祝い

遠田会員

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：25 名（24 名）中 14 名

58.33％

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

皆さま、お久しぶりです。新型コロナウィルス蔓延による緊急事態宣言により、しばらく休会となってお
りましたが、こうして無事に皆さまにお会いできたことを嬉しく思います。
これまで十数年、毎週木曜日は例会という長年の習慣が途切れてしまって、何だか物足りないような生活
のアクセントが無くなったような気がしたのは確かだったと思います。ただ会長挨拶の締め切りが来ないこ
との平穏もありましたが…

一旦ロータリー活動のない日常があったことで、それが今後のクラブの活動に

悪影響を及ぼさないことを願います。
その中で明るいニュースは大谷選手の活躍でしたが、先日もう一つニュースが届きました。ノーベル物理
学賞を真鍋淑郎氏が受賞したことです。現在問題になっている地球温暖化などの環境に関する業績によるも
のだそうです。
大変喜ばしい出来事でしたが、気になったのは日本人で何人目との話がありましたが、真鍋氏は既にアメ
リカ国籍を取得して、アメリカ人であります。数年前のノーベル文学賞を受賞した石黒一雄氏も日本出身の
イギリス人です。過去日本出身のノーベル賞受賞者のうち４名が外国籍を取得しています。日本出身者が成
功してくれるのは大変喜ばしい話ですが、あくまで日本国籍から既に米国籍の米国人が受賞しているという
事実も無視できないと思います。
真鍋氏はなぜ日本を離れ米国籍を取得したのでしょうか。理由は研究環境や予算、自由な研究、協調を重
んじる日本と競争の米国など理由は様々言われています。
日本では研究や技術の低下していると言われています。今多くのノーベル賞の受賞も過去の研究の成果で、
今後将来同じように研究成果を出すことができるでしょうか。反面昨日のノーベル化学賞はドイツ国籍の北
海道大学のリスト特任教授が受賞しています。今後も優秀な人材が海外に流出していくことはあるでしょう。
それをできるだけ国内に残ってもらうような環境を整備することも重要ですが、海外の優秀な人材が日本で
研究をできるようにしていくことも重要ではないでしょうか。いずれ国籍はどことか出身とかがニュースに
ならないようになってくるのも悪くないように思います。

幹 事 報 告

三須幹事

１．10 月のロータリーレートは１ドル 112 円です。
２．梶原ガバナーより義援金についての報告
お盆から全国的に発生した、線状降水帯による大雨により大きな被害が生じました。
第 2740 地区（長崎・佐賀）より災害支援要請があり、地区災害支援積立金の中から支援金 100 万円をお
くりました。
３．ガバナーノミニー・デジグネート（2024 － 25 年度ガバナー）回覧します。
氏名：寒郡

茂樹君

ロータリー歴：2008 年冨里ロータリークラブ入会
４．世界ポリオデー祈願プロジェクトについて
第２グループでは 10 ／ 24（日）14：30 ～船橋大神宮にて護摩祈祷を行います。
感染予防の為、各クラブ２名程度の参加。当クラブは鈴木会長が参加されます。
また、地区から「世界ポリオデートレインジャック」プロジェクトのフライヤ―が届きました。皆様の
メール BOX に配布してあります。
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５．地区財団委員会より 2020 － 21 年度６月分、2021 － 22 年度７月・８月の MCR レポートが配信されま
した。回覧致します。
その他
１．地区ロータリー財団学友 50 周年記念行事のご案内
２．「ロータリーの未来を考える」卓話実施のお知らせ
３．米山奨学生による卓話依頼書のご案内
理事会報告

（10 月定例）

１．創立 45 周年実行委員会の設置について
※セレモニーや記念事業はコロナの状況を鑑みて行わず、記念誌の発行のみ行う。
※実行委員長：山﨑会員

記録・記念誌部会長：中村会員

２．米山奨学会・ロータリー財団特別寄付について
＊ニコニコボックスの収益金３％

各 24,000 円をそれぞれの寄付希望者に補填する。

※承認
３．ポリオ・プラス寄付について：１名 30 ＄以上の要請
（案）クラブ負担の場合：82,500 円 （110 円× 30 ＄× 25 名＝ 82,500 円）
（昨年度はクラブ負担で 1,000 ＄
※承認

106 円× 1,000 ＝ 106,000 円：その他寄付金で）

昨年度同様クラブ経費で 1000 ドル寄付

４．11 月４日（木）情報研究会
各クラブ４名程会場参加

13 時～

船橋商工会議所６階

その他会員はリモート参加

※当日は例会無し。会場参加者以外は各自リモート参加。理事会は翌週行う
※会場参加者：鈴木会長・三須幹事・中村会長エレクト・水庫会員の予定
５．新年家族会について
2022 年１月 20 日（木） 場所：ホテルニューオータニ幕張（昨年度より仮予約済）
※承認

登録開始：18：00

点鐘：18：30 予定

コロナ第６波が来た場合を考え、アトラクションは外部を呼ばず BINGO 等を行う。
※前年度・前々年度会長幹事、西川さん慰労会：夜間移動例会
11 月 18 日（木） 点鐘 18 時

場所：稲荷屋

６．クラブ年次総会について（クラブ細則第５条第１節）
日

時：2021 年 12 月９日（木）例会にて

◎

次年度役員・理事の選出

◎

収入と支出を含む年間予算の執行状況を発表するため、昨年度の年次報告を発表する
＊クラブ細則第３条第５節により指名委員会を設置する
＊指名委員会：鈴木会長・中村会長エレクト・遠田直前会長・三須幹事で構成される

※承認
７．地区大会決議（案）郵便投票について
※理事で審議

全て賛成

８．クラブ一般会計四半期報告について
※会計より報告

承認
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◎各委員会報告
雑誌広報委員会
「ロータリーの友」を読む
３つのお祝い
会員誕生日

夫人誕生日

結婚記念日

８月

折戸会員

水庫会員

９月

遠田会員

岡田会員

10月

大原会員

山崎会員

８月

三須会員

草野会員

９月

斉藤会員

中村会員

10月

斉藤会員

大原会員

８月

山崎会員

９月

三須会員

中村会員

10月

相澤会員

平山会員

鯨井会員

大家会員

山崎会員

草野会員

藤代会員

本日の卓話
「新型コロナ感染よりの生還」
〝コロナ禍の今、カミュのふるさとアルジェリアを訪ねて〟

・相澤さんを筆頭にコロナ禍をここまで乗りこえて、今日お会いできたことに感謝いたします。これからも
注意して無事であることを願います。

鈴木

恭浩

・結婚祝い素晴しい「花」をいただいて。“金婚式”も出来ず皆様方への感謝は「コロナ」が去ってからに致
します。

相澤

友夫

・９月 23 日で 75 才となり後期高齢者の仲間入りです。まだまだ元気ですが年齢には勝てません。あと何年
生きられるかなー。

岡田

敏男

・74 回目の誕生祝いを頂いて。今脳トレでクロスワードにハマってますが老いを感じる日々にトホホ。
遠田

毅

・誕生祝をいただいて、感謝です。あっと言うまに 71 才になりました。あまりに早すぎます…時間よ止ま
れ。

織戸

豊

・お久しぶりです。皆さんのお元気なお顔を拝見しましてホッとしました。元気がなによりです。大変な１
年半でした。
・誕生祝いをいただきありがとうございました。

織戸

豊

大家

浩明

・相澤さん、コロナからの奇跡の生還。貴重な卓話ありがとうございました。本当に良かったです。
大家

浩明

・９／ 15 妻、美鈴の誕生日お祝、９／ 16 結婚記念日お祝頂きましてありがとうございました。中村

和一
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・８月誕生日お祝のお菓子をわざわざ山﨑会員に自宅へお届けいただき、本当にありがとうございました。
水庫

直子

・私のワイフのお誕生日プレゼントありがとうございます。

三須

榮光

・結婚記念日を忘れてました。思い出させていただきありがとうございます。

三須

榮光

・結婚記念日の祝と夫婦で誕生日のお祝をいただきありがとうございます。ワインとお酒を美味しくいただ
きます。

山﨑

新一

・相澤会員、急な卓話のお願いでありがとうございました。くれぐれも、ご自愛願います。

山口

習明

・皆様、お久しぶりです。コロナ禍で厳しいですが、お体に気をつけてガンバリましょう。

山口

習明

・相澤さん「コロナ禍の今、カミュにふれる」の本、よく読ませてください。元気でコロナから帰って来ま
した。バンザイ。
・「りん」28 号の原稿よろしくお願いします。

岡田

敏男

藤井

仁毅

・相澤会員、リアルな体験のお話、ありがとうございました。まだまだ気をつけて生活したいと思います。
山本

宏子

・相澤さんの最新病“コロナ感染”の貴重な卓話に感謝。99（キューキュー）車から 09（レイキュー）車へ
乗り換えなくて良かったですね。
・皆様元気そうで良かったです。皆様の笑顔は最高です。元気に頑張りましょう。

今 週 の ニ コ ニ コ BOX
次回予定

10 月７日

75,000 円

累計

遠田

毅

鈴木

隆男

172,000 円

10 月 14 日（木） 第 2095 回例会

10・11 月のプログラム
10月14日（木） 各委員会活動計画発表
21日（木）
28日（木）
11月４日（木） 情報研究会
11日（木）
18日（木） 夜間移動例会
前年度・前々年度会長幹事、
西川さん慰労会
週報今週の担当

山

本
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