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遠田会員、妻の誕生日卓話

晴

司会

三つのお祝い

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：24 名（22 名）中 14 名

63.64％

欠席：藤代・大原・長野・平山・斉藤（守）・鈴木（隆）・斉藤（英）・松本（相澤・鯨井）各会員
◎メークアップ：鈴木（恭）・三須・中村・水庫・山崎・岡田

各会員

～５／ 27 第２Ｇ会長幹事会

◎６月三つのお祝い
・会員誕生：相澤会員
・配 偶 者：遠田なほみ様
・結婚記念：大原・水庫・松本

各会員
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鈴 木（ 恭 ） 会 長

会 長 挨 拶

先週より公開されている映画「20 歳のソウル」をご覧になった方はいますでしょうか。残念ながら私は
まだ見れていないのですが、先日頂きました原作を読ませていただきました。
話としては単純で、若くして亡くなった方が立派に生き抜いた…ということなのですが、年齢のせいもあ
りおじさんの涙腺は原作だけでもダダ漏れ状態でした。話の構成としては、原作者が亡くなった大義さんの
周りの人から聞き取りをして、その様子と周りの人の主観による大義さんの気持ちを推察して表現していま
す。もちろん亡くなっているので、大義本人がどの様に考えていたのかはわかりません。その分周りの人の
大義さんへの想いが伝わるのと自分の中で大義さんの気持ちを反芻することになり、直接表現がない分大義
さんへの感情移入が深くなった気がします。
映画の宣伝を兼ねた番組の特集も見ましたが、実際の葬儀の場面や試合、演奏会の映像や吹奏楽部顧問の
先生の話なども興味深かったです。もちろん見慣れた船橋の風景もたくさんでてきます。最初は以前有った
「きらきら眼鏡」と同じように船橋舞台の映画としてだけ捉えていましたが、それにとどまらず映画として
みて見たいと思います。
多分大ヒットする様な映画にはなりにくい様に思いますが、長く良い映画として残ってくれればと思いま
す。またこの様な映画を制作しようと思ってもらえるくらい興行的に成功してもらいたいと思います。
映画は家でダウンロードして見るか国際線の飛行機の中で見溜めするかが多いですが、たまには映画館で
見るのも良いのではないでしょうか。34 年ぶりの続編の「TOP GUN」もありますので両方見に行ければ
と思います。

三須幹事

幹 事 報 告

１．６月のロータリーレートは１ドル＝ 127 円です。
２．ロータリー財団より 10 月に寄付された会員のそれぞれポイントによる表彰状及びバッチが届きました。
・三須会員

1000 ＄寄付によるポイントにより：三須寿美枝様ポールハリスフェローの表彰状とバッチ

・鈴木（恭）会員 1000 ＄寄付によるポイントにより：鈴木けい子様ポールハリスフェローの表彰状とバッチ
・斉藤（守）会員 1000 ＄寄付によるポイントにより：斉藤仁様マルチプル２回目のバッチ
・相澤会員

1000 ＄寄付によるポイントにより：相澤顕次郎様マルチプル３回目のバッチ

・山崎会員

1000 ＄寄付によるポイントにより：山﨑由紀子様マルチプル５回目のバッチ

がそれぞれ贈られました。おめでとうございました。
３．次週６月９日は創立 45 周年記念例会です。欠席のないようにお願い致します。
４．茂原ロータリークラブより事務局のアドレス変更のお知らせが届いております。
理事会報告（６月定例）
１．出席委員会より

今年度皆出席者の表彰について

予算：３万円

・ホームクラブ 100％表彰品：ハンディ―アイロン＆スチーマー
・メークアップ 100％表彰品：プレミアム真空ステンレスペアタンブラー
該当会員
・ホームクラブ 100％出席者：水庫会員
・メークアップ 100％出席者：中村・大原・大家・岡田・鈴木（恭）
鈴木（隆）・山崎・三須

各会員
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・出席免除会員 100％出席者：遠田・山口
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各会員

※承認
２．今年度会長・幹事への記念品について
予算：１名３万円（商品券）
※承認
３．次年度出席免除会員の確認について
・相澤友夫・藤井仁毅・織戸豊・山口習明・遠田毅

各会員

５名

・宮坂和市氏・大久保忠男氏・佐々木光博氏・西川典子さん

４名

※承認
４．鯨井会員

出席免除の延長について

※承認
５．次年度名誉会員の確認について
※理事会により毎年見直しを行う
※年に１回程は例会に参加して貰えるように働きかける
※承認

「その他」
１．次年度予算案

１ドル＝ 130 円で再計算しました。

※今月は１ドル＝ 127 円になりましたが予算案は 130 円のままにします。
２．前年度会長幹事慰労会

７月 21 日（木）で例会場に連絡済

第２グループ会長幹事会

同日で日程表に記載

各クラブに配布済

※会場の都合で 21 日は予約が取れない為、会長幹事会を７月 28 日（木）に変更。
３．ガバナー補佐エレクトより

報告事項

※クラブの課題について話し合う。
※地区財団申請事業、他クラブの事業を参考に次年度に入ったら早々に検討する。
〇表彰

ポールハリスフェロー

三須会員・鈴木（恭）会員・山崎会員・相澤会員・斉藤（守）会員
◎各委員会報告
・雑誌会報・広報委員会
【ロータリーの友

水庫直子委員長より

６月号のみどころ】

６月はロータリー親睦月間です。
１．横組み P４～５
RI 会長、シェカール・メーター氏のメッセージ
「奉仕しよう

みんなの人生を豊かにするために」

２．横組み P８～ 19
規定審議会から見えてくるロータリーの方向性
・2022 年規定審議会リポート
・規定審議会、その歴史
特に 1989 年

1989 年～ 2019 年までの主な変更内容の紹介

シンガポール開催、女性の入会を認める が目を引きます。
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３．横組み P20 ～ 21
よねやまだより

米山奨学生

クレラ・サブさん（フィジー出身）の紹介

1998 年に国費留学生として来日、大阪の専門学校でホテル経営を学び、関西大学で学士号と修士
号を取得。最終学年時に米山留学生に。2008 年から在日フィジー共和国大使館で勤務し、貿易投資
担当、二等書記官、一等書記官を経て、現在は臨時代理大使を務める。
４．縦組み P31
ロータリーの友、委員会委員長
「ロータリーの友」 200 円

→

鈴木

宏氏（宇都宮北 RC）

250 円

改定

５．横組み P 9 ～ 12
この人を訪ねて
「幻薫庵」（鎌倉市山ノ内）店主

長谷川

貴哉さん（鎌倉 RC）

北鎌倉駅から鎌倉街道を右にすすみ、閑静な住宅街にある和食人気店「幻薫庵」の紹介。建物
は昭和初期の物件をリフォーム。
お店は順調でミシュランで４年連続１つ星を獲得したこともあるが、東日本大震災で建物がダ
メージを受け休業。更にこの２年はコロナ禍で客が激減した。原点に立ち返り頑張っていきたい
と話す。
６．横組み P18
人類最後の戦争になりますように：平塚 RC

鈴木成一氏

国際 RI 会長が訴える会員増強も世界の平和に寄与するもの。
・親睦委員会

行方会員より

６月 16 日の夜例会、出欠は６月９日締切
・ゴルフ会

草野会員より

６月 16 日３クラブでゴルフ親睦大会案内
鎌ケ谷 RC・船橋みなと RC・船橋東 RC

本日の卓話

遠田会員・水庫会員

・家内の誕生祝いを頂いて。『衣替え

懐かしい匂い

ナフタリン』

遠田

毅

・結婚記念日のお祝いをいただきまして。ありがとうございました。結婚して６年になりました。
これからも仲良く、元気をモットーに！
・ポールハリスフェローをいただきました。ありがとうございます。

水庫

直子

鈴木

恭浩

・何年か前に下部ホテルに宿泊しましたが先方の手違いで、ふとん部屋で１泊させられました。もちろん料
金は０です。

山口

習明
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・遠田会員、奥様なほみ様、誕生日おめでとう。私は南アルプス・北岳 3192 ｍ若い頃に２泊３日で登りまし
た。詳細は別途報告します。

岡田

敏男

・先週急用にて欠席しスミマセン。行方会員の私の履歴書聞けず残念。今日帰宅してからジックリ週報掲載
文を読ませてもらいます。

遠田

毅

・先週は「私の履歴書」を通じていろいろな方に感謝する機会を頂けました。ありがとうございます。
行方

良宏

・鈴木会長、小生も「20 歳のソウル」を読み涙しました。ユーチューブで「市船ソウル」をはしごしました。
今度妻と映画を観にいきます。

大家

・皆さん、元気にゴルフで体を鍛えましょう。

今 週 の ニ コ ニ コ BOX

６月のプログラム
６月８日（水） 第２グループ次年度会長幹事
顔合わせ会
９日（木） 創立45周年記念例会
16日（木） 夜間移動例会 場所：ふなぞう
18：00受付 18：30点鐘
23日（木） 各委員会 活動報告発表
30日（木） 各委員会 活動報告発表
最終例会乾杯
新旧会長幹事バッジ交換・
新役員の宣誓式
週報今週の担当

山

口

浩明

ゴルフ会
６月２日

17,000 円

累計

705,000 円
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