
SERVE TO CHANGE LIVES

第 2108 回例会　2022. ３.24　晴　司会　遠田会員

　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（24 名）中 15 名　62.5％

　欠席：藤代・長野・三須・大家・野田・松本・斉藤（英）・平山・行方（鯨井）各会員

鈴木（恭）会長

　皆様ご無沙汰しております。ようやく例会を再開することができました。１月の家族新年会後からおおよ

そ２ヶ月ぶりになると思います。

　たった２ヶ月ですが、その間に世界情勢は目まぐるしく変わって、その頃には全く想像していない状況に

なっています。ロシアがウクライナに侵攻するとの話は、想像できる 悪のシナリオで、中国の台湾侵攻の

方が少し想像できることかと思います。

　ロシアの行動は全く容認できないというのは確かなことかと思いますが、問題はプロパガンダと言われる

報道についてです。ロシア国内は厳しい報道規制があり、政府の思惑に沿ったものしか発信されていないと

言うことでした。それが事実なら由々しきことでは有りますが、今私たちが接している報道が本当に事実で

あると言えるかと思うと心配になります。アメリカや EU 諸国が言っている「真実」が、プロパガンダでな

いと言う確証は全くないことになります。以前イラクに大量破壊兵器があるという情報をもとに戦争を仕掛
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けたアメリカが後になって、実際は無かったとしたことも思い出されます。

　あまり疑っていると、「コロナのワクチンを打つと DNA が書き換えられる」とかがデマだと言い切れな

い…とかなってしまうので、このくらいにして、とにかく災害にしろ戦争にしろ「困っている人がいる」と

いうことは事実であるので、私たちはそれに対してできることをしていきたいと思います。RI からも依頼

が来ていますが、ウクライナの支援とトンガの火山噴火の支援をすることになりましたので、後ほど幹事よ

りご報告させて頂きます。

　早くコロナがトップニュースでなくなってほしいと思っていましたが、こんなもっと嫌なニュースに取っ

て替わられたくなかったと思っています。

三須幹事

１．３月のロータリーレートは１ドル 116 円です。

２．2022 ～ 23 年度地区研修・協議会のご案内

　　日時：2022 年４月 29 日（金・祝）　登録開始　12：00　点鐘　13：00　終了予定　17：00

　　場所：アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張　幕張ホール

　　◎開催部会：会長部会・幹事部会・研修リーダー直轄部会・管理運営部会・奉仕部会

　　　　　　　　青少年部会・ロータリー財団部会・米山記念奨学会部会　／以上　８部会

３．第１グループ・第２グループ合同　会員基盤向上セミナーのご案内

　　２月に開催予定でしたがコロナの影響で変更になりました。

　　日時：2022 年４月 14 日（木）　点鐘　15：00

　　場所：浦安ブライトンホテル東京ベイ

　　◎クラブ発表者：中村会員

　　◎出席者：鈴木会長・三須幹事・水庫会員・山﨑会員・中村会員・岡田会員

４．地区より RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）開催のご案内が再度届いております。

　　参加希望の方はご連絡下さい。　締切 2022 年３月 25 日（金）

５．第２グループ親睦ゴルフ大会中止のご連絡。

６．地区大会記念ゴルフ大会のご案内

　　日時：2022 年５月 23 日（月）　　場所：東急セブンハンドレッドクラブ

　　◎大原会員・山崎会員・草野会員・平山会員が参加予定です。

７．2021 ～ 22 年度１月・２月の MCR レポートが届きましたので回覧します。

８．地区より職業分類データベース化における情報提供のお願いがとどきました。

　　ご協力頂ける方は宜しくお願い致します。

９．第 45 回 RYLA セミナー延期開催のご案内。

　　日時：2022 年６月 25 日（土）　　場所：ホテルニューオータニ幕張

10．ローターアクト年次大会のご案内。

　　日時：2022 年５月 21 日（土）　　場所：グランドニッコー東京ベイ幕張

11．第７回日台ロータリー親善会議福岡大会のご案内

　　日時：2022 年５月６日（金）　　  場所：ホテルニューオータニ博多

12．３月８日に開催された船橋 RC の例会において小石ガバナー補佐より全会員宛に「20 歳のソウル」サイ

ン入り文庫本を頂きました。

幹 事 報 告



理事会報告（３月）

１．新年家族会　会計報告

　　鈴木（隆）親睦委員長より

　　※承認

２．希望の風奨学金寄付について

　　新年家族会欠席者の寄付について。希望を募るか。

　　※４月第２週の例会を〆切として追加募集する。

　　　送金の総額を記念誌に記載する。

３．トンガ王国海底火山噴火災害支援・ウクライナ支援について

　　地区より支援ご協力のお願い

　　※トンガ 30,000 円、ウクライナ 30,000 円

　　　合計 60,000 円をクラブ予算より拠出する。

４．2022 ～ 2023 年度　地区財団補助金申請事業について

　　中村会員より事業案の提出

　　プロジェクト名：～食が育む子供の未来～「フードバンク活動支援」プロジェクト

　　内容：市内小中学校の児童、生徒、教師役 54,000 人にフードバンク活動周知のリーフレットを作成し

　　　　　配布する。

　　　　　会員や会員企業から提供できる食品や食材を集め寄贈する。

　　　　　食品・食材の寄贈先はフードバンク船橋を通じて決定。

　　※承認　詳細な見積を添付し、今月中に地区へ申請する。

５．2022 ～ 2023 年度　各委員会委員の配属について

　　※承認

６．2022 ～ 2023 年度　ガバナー補佐幹事について

　　※総務：水庫会員・岡田会員・鈴木（恭）会員

　　　ゴルフ担当：織戸会員

「その他」

１．船橋市国際交流協会理事について

　　※大原会員に引き続きお引き受け頂きました。

２．山口会員のご母堂様のご逝去に関して

　　※会長が弔問し、クラブ慶弔慰規定に基づき１万円お贈りしました。

３．ガバナー補佐エレクトより　地区からの報告事項

　　※次年度のガバナー公式訪問は９月８日（木）になります。

◎各委員会報告

　雑誌広報委員会　「ロータリーの友」を読む



　親睦委員会　新年会決算 鈴木（隆）親睦委員長

　３つのお祝い　会員誕生日　２月　斉藤（守）会員・長野会員

　　　　　　　　　　　　　　３月　齋藤（英）会員・鈴木（恭）会員・草野会員

　　　　　　　　夫人誕生日　２月　鈴木会員

　　　　　　　　　　　　　　３月　鯨井会員・山口会員

　　　　　　　　結婚記念日　２月　鯨井会員・齋藤（守）会員

　　　　　　　　　　　　　　３月　鈴木（隆）会員

　　　　本日の卓話 小石ガバナー補佐　

　本日は先日のガバナー補佐会議でテーマにあがった、「クラブ活力度アンケート」（活用の手引）について

お話をいたします。クラブ活力度アンケートは、リーダーシップ・社会貢献・魅力あるクラブつくり・効率

的なクラブ運営・活動の成果、の５つの大きなテーマごとに、細かい質問を設定して、選択式の回答内容に

応じて客観的な評価を得られるようになっています。

　評価は５段階に設定され、それぞれのレベルごとに今後のクラブ運営に関する対策が記述されています。

このアンケートは自クラブの状況を分析して今後の活動に活かすためのツールであって、他クラブと評価を

競うためのものではありません。また、アンケート自体はどのクラブでも適用できるよう抽象的な質問、選

択肢が多いので、あくまで、クラブの現状を自己診断するきっかけとして用いてください。

　このアンケートにクラブ活性化の答えがそのままあるのではなく、アンケートで得られた客観的な指標を

手がかりに、クラブ活性化の方向性を定めるための一つの参考資料として頂ければ幸いです。

2021 ～ 2022 年度　新年家族会　会計報告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日　時：2022 年１月 20 日　18 時 00 分～ 21 時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場　所：ホテルニューオータニ幕張

収入の部 単位：円

項　　目 金　　額 備　　考

会 員 会 費 140,000 10,000 円× 14 名

家 族 会 費 15,000 5,000 円×夫人３名

親 睦 委 員 会 費 101,573

例 会 食 事 費 120,000 第 2107 回例会

合　　　計 376,573

支出の部 単位：円

項　　目 金　　額 備　　考

宴 会 費
216,000 12,000 円× 18 名　　飲み物込み・税サ込

24,000 子供 6,000 円×４名

ビ ン ゴ 景 品 119,975 家電 90,000 円・酒 29,975 円

雑 　 費 16,598
夫人お土産 3,240 円×３個
子供お土産 1,809 円×２個、1,630 円×２個

合　　　計 376,573

新年家族会の会計報告を申し上げます。
皆様のご協力により大変楽しい一夜となりました。ありがとうございました。



・第２グループガバナー補佐　小石様より 5,000 円戴きました。

・母の葬儀に際しまして、生花等ありがとうございました。無事四十九日も終わりほっとしていますが、ま

だ後処理が残っています。 山口　習明

・妻、幸子の誕生日祝いをいただいて。本日 73 才の誕生日です。永いつきあいになっています。山口　習明

・結婚記念日・私の誕生日のお祝いをいただき有難うございました。また１つ成長しました。 斉藤　　守

・誕生祝いをいただきまして。今年で 55 歳となり、アラフィフからアラカン（アラウンド還暦）に近づいて

しまいました。 鈴木　恭浩

・お誕生日祝いありがとうございます。 草野　宏隆

・妻の誕生日と結婚記念のお花を頂きありがとうございます。 鈴木　隆男

・皆さん久しぶりです。元気ですか。「りん」28 号やっと発刊でき、皆様には事務局より配送して頂きまし

た。次回もよろしくお願いします。相澤会員には執筆料の他に寄付をお願いしました。 藤井　仁毅

・小石ガバナー補佐さんお役目御苦労様です。我が母校も 100 周年をコロナでイベントが中止になり残念で

した。 相澤　友夫

・２ヶ月ぶりの例会です。無事、会計事務所の仕事である確定申告も終了しました。小石ガバナー補佐ごく

ろうさまです。私こと地区監査委員長で仕事がありますのでガンバリます。 岡田　敏男

・小石Ｇ補佐ご訪問に感謝。コロナ禍で大変な事態ですが後四半期頑張って下さい。 遠田　　毅

・小石ガバナー補佐、本日は当クラブにおいでいただき有難うございました。又、久しぶりにお会いでき喜

ばしいです。 斉藤　　守

・久しぶりの例会で皆様にお会いできて嬉しいです。三須幹事の代理で幹事報告をさせて頂きました。あり

がとうございました。 水庫　直子

・小石ガバナー補佐様、訪問頂きありがとうございました。また「20 歳のソウル」の本をクラブ会員に頂き

感謝申し上げます。 中村　和一

・ガバナー補佐小石様、ようこそお出で下さいました。クラブの活かし方についての卓話、勉強になりまし

た。 山本　宏子

次回予定　３月 31 日（木）　第 2109 回例会

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ３月 24 日　63,000 円 累計　567,000 円

３月31日（木）　

４月７日（木）　三つのお祝い・会員スピーチ

　　　　　　　理事会

　　14日（木）　

　　21日（木）　

　　28日（木）　

週報今週の担当　　　山　本

３・4 月のプログラム


