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2021 年 12 月 2 日発行

12 月の三つのお祝い

第 2102 回例会

2021.12. ２

晴

プログラム委員

司会

野田会員

結婚記念日卓話

遠田会員

野田会員

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（23 名）中 16 名

69.57％

欠席：藤代・長野・斉藤（守）・大原・松本・斉藤（英）・平山（柴田・鯨井）各会員
◎ビジター
行方

良宏様（日産証券㈱北習志野支店

支店長）

◎ 12 月三つのお祝い
・会員誕生：なし
・配偶者：水庫尉行様
・結婚祝い：遠田会員・岡田会員・長野会員

会 長 挨 拶

鈴 木（ 恭 ） 会 長

本日はゲストとして日産証券株式会社北習志野支店支店長行方良宏（ナメカタヨシヒロ）様にご出席頂い
ております。行方様、ようこそ船橋東ロータリークラブへご訪問いただきました。楽しい時間を共有できれ
ばと思います。
さてロータリークラブも時代の流れで少しだけ IT 化をしてきております。思い起こせば入会した約 20
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年前、会報の原稿は、例会を録音しておいて原稿に起こして、その原稿を紙に割り付けをして当時会員だっ
た神谷さんの会社か自宅のポストに月曜の朝までに投函をする…ということをやっていました。自分の仕事
が終わってから、日曜日の深夜になんとか終わらせて、夜中に…ということも何度もありました。そのころ
は原稿自体もほとんど手書き（中には巻紙に筆書もありました）で、原稿を整理するだけでも結構大変でし
た。そもそも卓話も会長挨拶ですら原稿がなく、有っても手書きという状況でした。
現在では卓話でも概ね原稿があり、ワープロなどの電子データになっていますので、例会を録音して原稿
を起こすことも、夜中に直接持っていくこともなくなりました。ちなみに当時はカセットテープで録音、写
真はインスタントカメラで撮影していました。そこから現在では会報は紙ではなくデータになり、写真はス
マホでの対応で済ませられるようになりました。
その間にロータリークラブでもサテライト（衛星）クラブができたり、今回のコロナ禍でもリモート例会
の開催を勧めたりして、大きく状況が変わってきてしています。地区やグループの研修などはリモートで十
分対応できるのでないかとも思います。会員の負担は参加にしても開催にしても軽減されるし、これまで負
担が大きかった会場費などが削減できることもあるので、効率よくできるところは推進すべきと思います。
ただどうしても完全に非対面でできないところ、表面上できても結果や効率の落ちるところ、そもそもの
意義がなくなってしまうところはまだ多く残っていると思います。サテライトクラブには申し訳ありません
が、例会で会員が顔を合わせるのも効率化だけで判断してはいけないものだと思います。部分的にはやむを
得ない代替策として容認されても、本質ではやはり効率だけで判断できないものだと思います。夜例会もそ
うですが、無駄なところや緩みのところが重要な意味を持ってくることはあると思います。目的や本質を見
失わないようにロータリー活動を進めていきたいと思います。

幹 事 報 告

三須幹事

１．12 月のロータリーレートは１ドル 114 円です。
２．米山記念奨学会より「米山功労クラブ」感謝状が届きました。
回覧致します。
３．青い鳥ホームより

新型コロナウイルス感染症を考慮しクリスマス会は中止にします。

クリスマスカードが届きましたので回覧致します。
４．日本事務局が 12 月１日～ 12 月 28 日まで在宅勤務を延長します。
同じくロータリーの友事務所も時差出勤と在宅勤務併用を延長します。
◎各委員会報告
雑誌会報委員会 「ロータリーの友

見どころ紹介」

三つのお祝い

本日の卓話

三つのお祝いに因んで

配偶者誕生

結婚記念日

水庫

遠田、岡田
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理事会報告（12 月定例）
１．役員・理事の選出について
※指名委員会より発表があり、案としての報告を承認。
次週クラブ年次総会にて総会決議事項として上程される。
２．創立 45 周年

記念誌進捗状況について

※中村会員より報告。各方面に寄稿の依頼を提出し順調に進んでいる。
式典を行わないので記念事業として寄付をしてはどうかとの提案。
その方向で進める事を承認。
３．新年家族会について
・BINGO ゲームの景品予算について
※参加人数× 5,000 を目安にする事を承認。
４．ロータリー財団認証ポイント［クラブ扱い分］
1,000 ポイント
移譲：鈴木（隆）会員・野田会員に各 500 ポイントを移譲する。

「その他」
１．次年度ガバナー補佐、事務局サポートの件
西川名誉会員に依頼し報酬なしとの条件で承諾を頂く。※承認

船橋東ロータリークラブ

21 － 22 年度

第１回クラブ戦略委員会

開催日時

令和３年 12 月２日

開催場所

クロスウェーブ船橋

参

遠田委員長・大家・鈴木（恭）・三須・中村各会員

加

者

オブザーバー

山﨑会員

議事録作成

中村

議事録

11：45 ～ 12：15
４Ｆ会議室

【議題】
・梶原ガバナーより
「クラブの皆さまが元気に明るくなれるようなクラブ作り」の検討
・小倉ガバナーエレクトより
「ロータリーを楽しみながら、地域でそして世界で良いことをしよう」の次年度地区スローガンを基に
２～３年先の活動計画策定
【内容】
１．従来行われている活動の継続実行
・BBQ・梨狩り等

たけのこ掘り例会に代わる親睦活動とロータリーデーの開催

・献血活動等の奉仕活動の継続
・国際奉仕活動は新型コロナウイルス感染症拡大が治まらず、実行できない状況
２．近隣クラブとの交流
・第２グループ合同例会の参加及び企画立案
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３．会員増強
・元来の厳しいルールに縛られず、現状に合わせた勧誘を行い新たな会員が入会しやすい環境を創る
以上の３つを基本柱として、活動して行くことで合意

・結婚祝をいただいて。31 才の時に結婚し、44 回目か。あと何年かわかりませんが、楽しく生きたいなぁ。
岡田

敏男

・40 回目の結婚記念日を迎えて。RC のおかげで記念日を忘れる事がなく感謝で～す。

遠田

毅

・夫の誕生日のお祝いをいただきましてありがとうございます。夫は日本酒大好きです。

水庫

直子

・行方様、今日は船橋東ロータリークラブに来ていただきありがとうございます。入会をお待ちしています。
・12 月 23 日の夜例会、トリプルブッキングで休みます。申し訳ありません。

鈴木

恭浩

鈴木

恭浩

・水庫さん、相変らず若いですね！新夫の報告なので「赤ちゃん」のことかとワクワクしましたが。
「仲良
き」ことはすばらしいことです。おめでとうございます。

相澤

友夫

・年末恒例の「カレンダー」です。お持ち帰りお願い申し上げます。

相澤

友夫

・行方良宏様、ようこそ船橋東 RC へ。ご縁がありますように。

山口

習明

・直子さん、SR バンドの事実上の解散、本当に残念です。絶対解散コンサートをしてもらいたいです。
大家

浩明

・行方様、船橋東クラブへようこそいらしてくださいました。水庫会員、遠田会員、岡田会員卓話ありがと
うございました。

山本

宏子

・相澤会員、カレンダーありがとうございました。日産証券、行方支店長、当クラブへお越し頂きありがと
うございました。

中村

和一

・行方様、今日は訪問ありがとうございます。仕事とロータリーのリアル二刀流の入会お待ちしております。
鈴木

今 週 の ニ コ ニ コ BOX

12 月 の プ ロ グ ラ ム
12月９日（木） クラブ年次総会
16日（木） 米山奨学生卓話
23日（木） 忘年会（夜間移動例会）
30日（木） 年末休会
（定款第７条第１節による）

週報今週の担当

水

庫

12 月２日

24,000 円

累計

隆男

312,000 円

ᣋ ᪬ ɹ ʳ ʠ  ͢ ஓ
ఌ௷ஓǽԛᕹɹʳʠᴥ˧̢ɶ˂ʑʽʥʐʵԛᕹᴦ
ཌ௷ஓǽᓗ൞ɹʳʠᴥɹʷʃˁɰɱ˂ʠᓗ൞ᴦ
ǽǽǽǽᓗ൞ɒȽȻɹʳʠᴥஓట୳ျ ሙᔸᴦ
ǽǽǽǽтԛ͍˹܄ɹʳʠᴥɰɭʁʯʒʽʥʐʵ ʰ˂ɵʴᴦ
ǽǽǽǽهᚔᤍɹʳʠᴥهᚔᤍɾʵʟϘഒюᴦ
෩௷ஓǽॖɹʳʠᴥॖ͢ࡾףឰ͢ᮁᴦ
ǽǽǽǽᓗ൞ԧɹʳʠᴥࢍࡺ ୳̲ ಁజᴦ
ǽǽǽǽԱᛴɹʳʠᴥ౨ࠎᴦ
ǽǽǽǽూ̱ڌూɹʳʠᴥʷʍʐ͢ᮁᴦ
జ௷ஓǽॖ˹܄ɹʳʠᴥॖ͢ࡾףឰ͢ᮁᴦ
ǽǽǽǽᨌˀែɹʳʠᴥᨌˀែɵʽʒʴ˂ɹʳʠᴦ
ᦂ௷ஓǽᓗ൞ᛴɹʳʠᴥరᜳҦ᷷ ᴲᵃᴦ
ǽǽǽǽԛᕹԧɹʳʠᴥɴ˂ɹʳԛᕹʥʐʵᴦ
ǽǽǽǽтԛ͍ɹʳʠᴥуٛ᥆ࢍʡʳʀю ʴʃʒʳʽʐˁʛʍʇ ʘʝ˂ʉᴦ
ǽǽǽǽ๕ާɹʳʠᴥూ̱ʣɮᓋ๒ʥʐʵɹʳʠʴʈ˂ʒᴦ

ᄉǽᚐǽّ᪨ʷ˂ʉʴ˂ቼ ² · ¹ ° ٥Ԗǽǽǽǽǽ ǽǽǽǽǽ ᓗ൞ూʷ˂ʉʴ˂ɹʳʠ᫆ᝒ͢ڨˁࢿ͢׆݃ڨ
̜өǽȎ²·´°°¶³ ᓗ൞ࢍॖի²±± ²² ɺʴ˂ʽʙɰʃᴾ²°³ ÔÅÌ °´·ᴥ´¶±ᴦ²´µµ ÆÁØᴥ´¶¹ᴦ±²¹³

