
SERVE TO CHANGE LIVES

第 2097 回例会

第 2790 地区大会

日時：2021 年 10 月 31 日（日）　12：15 点鐘　　

場所：アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張ホール

◎本日の出席状況

　会場出席　　　：鈴木会長・三須幹事・山﨑地区財団委員

　会場出席者以外：オンライン配信視聴参加

・クラブ表彰　　ロータリー財団年次寄付優秀クラブ　　306.30 ドル

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 を受賞いたしました。

No. 2097・2098・2099 合併号　　2021 年 11 月 11 日発行

各クラブ会長幹事の２名のみ会場参加

http://xn--pck5a5dsddq9hc8756jt7fk94e.jp/


第 2098 回例会

2021 － 2022 年度　国際ロータリー第 2790 地区

第１グループ第２グループ合同　情報研究会

　　日時：2021 年 11 月４日（木）　13：00 点鐘

場所：船橋商工会議所６Ｆ  　　　　　 

　晴　司会　第２グループ補佐幹事　武本　浩基　様（船橋西 RC）

　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

　会場出席者 　　：鈴木・三須・水庫　各会員

　会場出席者以外：Zoom 出席

プログラム

　13：00 　　点鐘 　　　　　 第２グループガバナー補佐　小石裕久（船橋西 RC）

　　国歌・ロータリーソング斉唱

　　来賓紹介　　　　　　　　第２グループガバナー補佐　小石裕久

　　ガバナー補佐挨拶　　　　第１グループガバナー補佐　佐藤孝彦（浦安 RC）

　　ホストクラブ会長挨拶　　第２グループ船橋西 RC　　 高宮幸子（船橋西 RC）

　　　　　　　　　　　　　　第１グループ浦安 RC　　　 周藤行則（浦安 RC）

　第１部

　13：30 　　卓話　　2790 地区職業奉仕委員長　青木忠茂様（船橋 RC）

　　　　　　　　　　 「市川・船橋戦争と米山梅吉の関わりを探る」

　14：10 　　休憩

情報研究会　当クラブ発表者　鈴木恭浩会長



　第２部

　14：20　　各クラブ発表　（12 クラブ）　　テーマ「私の仕事とロータリー」

　　　　　　　１．船橋 RC　　　　金子雄司　　　　　　２．市川 RC　　　　　大川原常雄

　　　　　　　３．船橋西 RC　　　高宮幸子　　　　　　４．市川東 RC　　　　大坪恭也

　　　　　　　５．鎌ヶ谷 RC　　　金岡朋輝　　　　　　６．市川南 RC　　　　長井弘亘

　　　　　　　７．船橋東 RC　　　鈴木恭浩　　　　　　８．浦安 RC　　　　　関谷　挙

　　　　　　　９．船橋南 RC　　　石渡琢朗　　　　　　10．市川シビック RC　宮本勇人

　　　　　　　11．船橋みなと RC　国分裕二　　　　　　12．浦安ベイ RC　　　高橋洋平

　15：20　　講評　　2790 地区職業奉仕委員長　青木忠茂様（船橋 RC）

　　　　　　　　　　国際ロータリー第 2790 地区　梶原　等ガバナーより一言

　15：30　　閉会の点鐘　　第２グループガバナー補佐　小石裕久

2021 － 22 年度ロータリー情報研究会

　「私の仕事とロータリー」

 発表者　船橋東ロータリークラブ　鈴木恭浩

　私の仕事は「税理士」です。ここにいらっしゃる方は経営者の方が多いので、何らかの関係をお持ちの職

業でよくご理解頂いているものと思います。しかし一般的には「公務員ですか？」とか「マルサとかですか？」

と聞かれることもあります。聞いたことがある人でも行政書士と社会保険労務士と司法書士と弁護士との区

別が付かないことが多いです。更に公認会計士との差に至っては、ご存じの方はほとんど見たことがありま

せん。実際の仕事では似たようなことをしているように見えて、本来の業務は全く違うものです。

　このようにあまり聞いたことがあるけど認知度が高くない、ちゃんと理解して貰っていない職業です。この

職業は実際に仕事だけをしていると、ごく限られた人としか接しないことがあります。関与先の社長と経理担

当者程度しか会わないことになります。毎月同じごく限られた人しか会わなくても仕事自体はできる業種です。

　しかし実際に、この業務を更につき詰めていくと、多種多様な業種に対して経営の助言をすることや社長

と一緒に金融機関との交渉、各種保険の相談、相続における家族間のもめ事の愚痴を聞くのも業務になりま

す。ただ会計帳簿を見ているだけなら単純ですが、現在税理士に求められているものは事業経営に関するゼ

ネラリストであります。

　そのような事業におけるニーズに対して、ロータリークラブは多くの学びを得られる場所です。それぞれ

の多岐にわたる業種である意味成功をしている会員がいることで、様々な知識とたくさんの刺激を受けるこ

とができます。ロータリークラブが単なる異業種交流会でなく、それぞれの会員が「正しい」業務を行なっ

ている、崇高な理想を共有している人間の集まりであることで、各会の一流の経営者と親しく活動ができる

ことが私の仕事を行なう上で大きな糧となります。

　「ロータリークラブに入っても売上が上がらない」と言っている人もいます。実際に直接ロータリーの会

員や会員からの紹介で売上が上がったかといえば、金額的なものはそれほど多くはないかもしれません。し

かしそんな直接的な売上の金額より、仕事上に受ける恩恵は莫大なものだと思っています。目先の損得に目

を奪われれば、無用なものだと断じられてしまうかもしれませんが、きっと仕事の助けとなってその成果が

必ず得られると思います。

　自分の仕事しっかり正しく遂行して、適正な利益を得るというのが職業奉仕だと思います。その考えに基

づいて、自分の仕事をまっすぐに、公明正大にしっかりと利益を得てそれを社員や社会にも還元していくこ

とがロータリーの活動につながると思っています。ただのボランティア団体でも異業種交流会でもない、ロー

タリーの存在意義がそこにあると思います。 以上



第 2099 回例会　2021.11.11　晴　司会　草野会員

　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（23 名）中 17 名

　欠席：藤代・長野・松本・斉藤（英）・平山（藤井・柴田・鯨井）各会員

◎メークアップ

　11 ／ 11 分　藤井　～理事会

◎ 11 月三つのお祝い

　会員誕生日　：平山・藤代　各会員

　配偶者誕生日：織戸寿子様・山本晋司様・藤代裕美様・野田けい子様

　結婚記念日　：野田会員

鈴木（恭）会長

　本日の会長挨拶話させて頂きます。

　先週・先々週と地区大会と情報研究会により休会となっており、またちょっと間が空いた例会となりまし

た。その間に出席した両方のイベントのご報告を含めてお話をさせて頂きます。

　まず地区大会はコロナ感染予防の為、各クラブ会長と幹事のみの出席で、残りはリモートでの開催となり

鈴木会長　あいさつ 大原会員

「船橋をきれいにする日」説明

「ロータリーの友」解説　水庫会員

三つのお祝い　遠田会員スピーチ 米山記念奨学会寄付　賞状贈呈

会 長 挨 拶



ました。そのため例年より少ない人数でしたが、それでも地区役員を含めて 200 人近くが一堂に会する大き

なイベントになりました。そんな中で式典は例年通り行われ、RI 会長代理ご夫妻やパストガバナーの皆様

など多くの来賓がご出席でした。ただ例年はあまり感じなかった違和感を大きく感じました。本来地区大会

は地区の会員のためのイベントだと思います。その主役の会員がリモート参加の中で、ゲストがわざわざ

パートナーを連れて参加して、接待役を付けてまで現場に来なければならなかったのか疑問に思いました。

COP21 に各国代表者がプライベートジェット機で来ている矛盾のような感覚です。今回は全て原則リモー

トとしてもよかったのでは？極端に言えば中止という選択肢も有ってもよかったと思いました。他を簡素化

した分、セレモニーの部分が目立ってしまっていました。

　翌週の情報研修会も同じく各クラブ３名までのリアル出席で、その他はリモートでの参加となりました。

初めて第１グループと第２グループの共同での開催で、初めて見る会員の参加も多く研修も興味深い話で有

益でした。しかし運営に関しては初めての事が多すぎたのか、事前の案内も情報が少なく今後の課題が多かっ

たように感じました。

　しかし来年は当クラブが情報研究会を主催する立場になり、この課題への対応を求められることになりま

す。参加するだけなら楽で文句も言いますが、実際の開催は大変なご苦労だと思います。感謝の気持ちを忘

れずに、あまり勝手な文句は言わないようにしたいと自戒をしています。

三須幹事

１．11 月のロータリーレートは１ドル 114 円です。

２．地区三委員会合同セミナーについて

　　日　時：2021 年 11 月 21 日（日）　13：20 点鐘　15：45 閉会予定

　　場　所：TKP ガーデンシティ千葉　又は Zoom によるオンライン会議

　　◎当クラブは鈴木（恭）会長が会場出席。

　　三須幹事・水庫広報委員長・鈴木（隆）親睦委員長がオンラインで出席されます。

　　宜しくお願い致します。

３．第 45 回 RYLA セミナー開催のご案内

　　日　時：2022 年２月５日（土）　９：00 開講式　16：00 終了予定

　　場　所：三井ガーデンホテル千葉

　　参加者：ロータリアン１名　青少年：14 ～ 30 才　男女各１名　合計２名以上

　　登録料：１名　10,000 円　　締切：2022 年１月 15 日（土）

４．11 月３日に行われた船橋市市政功労賞　表彰式典におきまして、藤代清七郎会員が「善行表彰」を受賞

されました。おめでとうございます。

５．RLI「ロータリー・リーダーシップ研究会」のお知らせ

　　DL（ディスカッションリーダー）ブラッシュアップセミナーのご案内

　　（RLI パートⅠ・Ⅱ・Ⅲ　の修了者対象）

　　来年より始まります RLI「ロータリー・リーダーシップ研究会」のご案内

　　RLIパートⅠコース　2022年２月５日（土）

　　RLIパートⅡコース　2022年３月５日（土）

　　RLIパートⅢコース　2022年４月２日（土）

　　卒後コース　　　　　2022年５月７日（土）

　　DL養成コース   　　　2022年５月22日（日）

幹 事 報 告



６．第 41 回「船橋をきれいにする日」開催のお知らせ

　　日　時：2021 年 11 月 21 日（日）午前９時～午前 11 時　小雨決行

　　場　所：天沼弁天公園

７．来週 18 日は「前年度・前々年度　会長幹事慰労会・西川さん送別会」の予定ですが、西川さんが都合に

より欠席になりました事をお知らせ致します。

その他

１．第 50 回ロータリー研究会　記念講演会　オンライン視聴のご案内

２．地区大会開催のご報告と御礼

３．世界ポリオデートレインジャックプロジェクトの報告と御礼

理事会報告　（11 月定例）

１．地区役員の推薦について

　　（現在　地区監査委員：岡田会員・地区財団委員：山﨑会員）

　　※会長一任とすることを承認

２．「船橋をきれいにする日」参加について

　　日　時：2021 年 11 月 21 日（日）午前９時～午前 11 時　小雨決行

　　会　場：中央会場…天沼弁天池公園

　　　　　　地区会場…55 小学校

　　◎セレモニーの参加は各団体８名以内とされています

　　※メーキャップ扱いとする事を承認

３．新年家族会について（第 2106 回例会）

　　日　時：2022 年１月 20 日（木）　受付　17：30　点鐘　18：00　終了　21：00

　　場　所：ホテルニューオータニ幕張　２Ｆ「ステラ」（前々回使用の会場）

　　会　費：会員：10,000 円　有料家族：5,000 円　小学生以下：無料

　　アトラクション：BINGO ゲーム

　　※承認　締切は１／ 10（月）とする

４．創立 45 周年　記念誌について

　　スケジュール、予算案、祝辞寄稿依頼文書について

　　※承認

　　※作成部数について、再度前回の配布人数の確認

５．クラブ戦略会議の開催について

　　※ 12 月２日（木）理事会後 12：00 ～ 12：30 に開催

６．12 月 23 日の例会を夜例会とする件について

　　※承認

　　※場所：ふなぞう　会費：4000 円程度（食事費分はクラブ補填）締切は 12 ／９（木）とする

「その他」

　・地区や RI からのメールの取扱いについて

　※地区から届いたメールは会長幹事に転送

　※重要なもの（会長判断）は会員に転送



第２グループ第２回会長幹事会　議事録

日　時：2021 年 10 月 22 日（金）14 時 30 分～ 16 時 00 分

場　所：野村證券５Ｆホール

参加者：ガバナー補佐　小石裕久

　　　　ガバナー補佐幹事　武本浩基、中村亮

　　　　船橋 RC　　栗林会長、安村幹事　　　　船橋西 RC　高宮会長、有田幹事

　　　　鎌ヶ谷 RC　欠席　　　　　　　　　　　船橋東 RC　欠席

　　　　船橋南 RC　平野信夫会員　　　　　　　船橋みなと　鈴木会長、石井幹事

　議題　⑴　世界ポリオデー祈願

　　　　　　・10 月 24 日の船橋大神宮ポリオデー祈願について、参加者の確認をした

　　　　　　・米山奨学生８名の参加を報告した

　　　　⑵　世界ポリオデー・トレインジャックプロジェクト

　　　　　　・10 月 18 日～ 24 日トレインジャックプログラムの内容を確認した

　　　　　　・協賛金を会長幹事会負担金から捻出する事を確認した

　　　　⑶　情報研究会について

　　　　　　・11 月４日の情報研究会の内容を確認した

　　　　　　・発表者の確認と原稿の提出をお願いした

　　　　　　・船橋 RC と船橋みなと RC の事務局に当日の受付の協力を依頼した

　　　　⑷　その他

　　　　　　・地区大会の日程と参加者の制限について報告した

　　　　　　・第２グループの名簿について、携帯電話番号の記載は各クラブ、各人の判断に任せる事とす

　　　　　　　る。

報告・確認事項

　　⑴　環境保全プロジェクト海岸清掃の報告

　　　　船橋西 RC が９月 24 日の行った、三番瀬海浜公園海岸清掃について報告した

◎各委員会報告

・青少年奉仕委員会　　　RYLA（ロータリー青少年指導者養成プログラム）開催について

・社会奉仕委員会　　　　第 41 回「船橋をきれいにする日」について

・米山記念奨学会委員会　米山記念奨学会寄付賞状贈呈

・雑誌会報委員会　　　　「ロータリーの友」を読もう

・三つのお祝い

　　　　本日の卓話　　・三つのお祝い　会員スピーチ



・三つのお祝い（妻の誕生日、結婚記念日）ありがとうございます。 野田　真司

・妻、寿子さんの誕生祝いをいただいてありがとうございました。感謝です。 織戸　　豊

・誕生日祝いをいただきありがとうございます。 大原　俊弘

・地区大会と情報研究会、おつかれ様でした。来週は久しぶりの夜例会です。楽しみにしております。

 鈴木　恭浩

・藤代さん、船橋市の「善行」表彰おめでとうございます。 相澤　友夫

・大原さんお久しぶりです。ゴルフでの快挙→ホールインワンおめでとうございます。何回めのホールイン

ワンですか？ 相澤　友夫

・鯨井会員の嬉しいニュース→アメリカ・ニューヨークタイムズに鯨井さんの取り組みについて詳しく報道

されました。スゴイことです。 相澤　友夫

・10 ／ 28 地区大会、11 ／４情報研究会ともリモート参加しました。情報研究会の青木会員の「船橋・市川

戦争と米山梅吉の関係」楽しく聞きました。 岡田　敏男

・長期欠席申し訳ありませんでした。12 月のゴルフコンペ、リハビリを兼ねて参加させていただきたいと思

いますので、面倒みて下さい。 斉藤　　守

・米山功労者　表彰ありがとうございました。 山口　習明

・山崎会員、１枚 1,000 円のマスクありがとうございました。助かりました。 山口　習明

・私の履歴書兼ロータリーの思い出話をさせて頂き。 遠田　　毅

・本日、都合により早退させていただきます。次週、久々の夜例会を楽しみにしております。 織戸　　豊

・所用のため、早退致します。申し訳ありません。 大家　浩明

・所用で早退します。青少年指導養成セミナー、よろしくお願いします。 山本　宏子

次週予告　11 月 18 日（木）18：00 点鍾

　　　　　　　　　　　　　夜間例会　会長・幹事　慰労会

　　　　　　　　　　　　　場所：稲荷屋

今 週 の ニ コ ニ コ BOX 11 月 11 日　32,000 円 累計　238,000 円

11月18日（木）　夜間移動例会　

　　　　　　　前年度・前々年度会長幹事

 　　　　　　　　　　　　　　　　　慰労会　

　　25日（木）　第２回ガバナー補佐訪問

12月２日（木）　三つのお祝い・会員スピーチ

　　　　　　　理事会　

　　９日（木）　クラブ年次総会

　　16日（木）

　　23日（木）

週報今週の担当　　　中　村

11・12 月のプログラム


