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鈴木恭浩会長

三つのお祝い卓話

創立 45 周年記念例会

2022. ６. ９

大原会員

相澤会員

三つのお祝い卓話

相澤会員

晴れ

ロータリーソング 「我等の生業」
◎本日の出席状況
出席：24 名（23 名）中 17 名

73.91％

欠席：大家・平山・斉藤（守）・長野・斉藤（英）・長野（鯨井）各会員
◎ゲスト：名誉会員

西川典子様
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会 長 挨 拶
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鈴 木（ 恭 ） 会 長

本日は船橋東ロータリークラブの創立 45 周年の記念例会です。もっと長い歴史のクラブは数多く有りま
すが、創立当時私はまだ小学生だったし、2003 年に入会してから 20 年になります。まだクラブの歴史の半
分にも満たないことを考えますとこれまでクラブの運営をして頂いてきた歴代会員とご家族、事務局の皆様、
ローターアクトの会員の皆様、その他会場準備などでご協力頂いた全ての皆様に感謝したと思います。
今日は周年の記念例会ということで、それに因んだ格調高い挨拶をして欲しいと言われ、いろいろ考えて
きましたが、あまり良いものが思いつかなったので、クラブ設立時にどんなことがあったかを調べてみま
した。当クラブの設立は 1972 年（昭和 52 年）６月７日です。その年には、・王貞治氏がハンクアーロンの
ホームラン記録を更新して世界一になった・キャンディーズ解散して普通の女の子に戻った・ヒット映画は
「ロッキー」「八甲田山」「幸福の黄色いハンカチ」で、プレスリーが亡くなりました・ヒット曲は遠田会員
のオハコの「勝手にしやがれ」をはじめ、「津軽海峡冬景色」「秋桜」「迷い道」などでした。
その当時に既に生まれていて、物心があれば今の話を聞いて大体いつ頃だったか感覚がわかるかと思いま
す。でもそれ以降に生まれた人は全く分からないただの昔のこととなってしまうと思います。これから創立
50 年を超えて、75 年 100 年と歴史を積み上げていけば、創立当時の状況も現在の状況も過去のものとして
忘れてられてしまうでしょう。
長い時代の流れの中では、自分が生きている時間はほんのわずかです。子供や孫は自分のことを記憶して
くれていますが、ひ孫玄孫以降は、ほとんどご先祖様という括りになってしまうのではないでしょうか。そ
の中でこの船橋東ロータリーの活動を通して 50 年後にも名前が出たり、功績を記録してくれていることは、
もう少し自分の「寿命」を延ばしてくれているということにならないでしょうか。ロータリー活動自体、名
前のためにするものでもないし、100 年もすれば歴史上の人物にならなければ全て過去に人になります。そ
の中でもロータリー活動を通じて、自分の生き方や理念を後世に伝えられれば十分ではないでしょうか。最
終的には他の人に良い影響を与えて、それが後世の人たちに良い影響になり、より良い背世界・社会になっ
てくれるようにロータリー活動を含め頑張って生きていきたいと思います。

幹 事 報 告

三須幹事

１．2022 年規定審議会での決定にあたり、米国本部にて『クラブと地区に関連する重要な変更事項』が発行
されました。会員の皆様にはメールでもご連絡しています。ご確認宜しくお願い致します。
２．次週６月 16 日（木）は夜間移動例会です。本日締切ですので出欠のお返事がまだの方は事務局までお願
い致します。
３．昨日、次年度会長幹事顔合わせ会が開催されました。
山﨑ガバナー補佐エレクト・岡田次年度補佐幹事・中村会長エレクト・水庫次年度幹事が出席されまし
た。
４．地区 RLI 委員会より、委員長、委員を装った「なりすましメール」が発信されている事例が発生してい
るそうです。皆様ご注意下さい。
５．2023 年メルボルン国際大会の登録受付が開始されました。登録マニュアルが届きましたので参加希望の
方はご確認下さい。
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〇食事中
クロス・ウェーブの原田様より本日の料理説明がありました。
〇表彰
ロータリー財団バッチ贈呈
相澤

顕次郎様

マルチプル３回目

〇委員会報告
親睦委員会
６月 16 日の夜間移動例会の案内
出欠と会費 3,000 円の納入は本日までにお願いします。

本日の卓話

「三つのお祝い」に因んで
大原会員 （結婚記念）
相澤会員 （誕生日）

〇 45 周年記念事業実行委員会
山﨑委員長

挨拶

〇 45 周年記念誌
中村和一記念誌部会長より発行の報告

・45 周年記念例会を迎えられおめでとうございます。立派な記念誌も出来上り関係の皆様お疲れ様です。50
周年に向け益々のご発展をお祈りします。

西川

典子様

・誕生日のお祝いを頂きありがとうございます。また創立 45 周年おめでとうございます。

相澤

友夫

・船橋東ロータリークラブ 45 周年を迎えることができました。ありがとうございます。

鈴木

恭浩

・創立 45 周年を祝して、中村記念誌部会長はじめ東さん西川さん本日の配布に間に合わせ記念誌作成ご苦労
様でした。
・クラブ 45 周年おめでとう。私は 15 周年小山年度入会して 30 年たちましたか。50 周年までは現役でガン
バリたい。

岡田

敏男

・山口商事不動産部の一部を知りました。本日はお世話になりました。これから仕事ガンバリます。困難な
仕事になりそうです。

岡田

敏男

・45 周年記念例会おめでとうございます。私はクラブ入会 30 年となりました。まだ若造ですのでよろしく
お願い申し上げます。
・45 周年奉仕の道、記念誌発行。関係者の皆様ご苦労様でした。

山口

習明

山口

習明
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・当クラブが 45 周年とは早いものですね。良き先輩達の顔が目に浮かびます。西川さんの感想はどうです
か？
・大原会員、本日の卓話ありがとうございました。Ｅスポーツの話し、おもしろかったです。

織戸

豊

織戸

豊

・クラブ 45 周年記念例会、おめでとうございます。私は入会してようやく 13 年目で、40 周年 35 周年を経
験し、次の 50 周年を目指してがんばりたいと思います。

水庫

直子

・創立 45 周年、誠におめでとうございます。皆様のご協力により、無事に記念誌を発刊する事ができまし
た。ありがとうございました。

中村

和一

・船橋東ロータリークラブ 45 周年おめでとうございます。皆様のつないだ襷をつないでいけますよう微力な
がら頑張ります。感謝。

行方

良宏

・織戸会員へ次年度会長幹事会議「個室居酒屋ふなぞう」とても美味しい酒と料理、皆さん大好評でした。
「差し入れの酒」ありがとうございました。

山﨑

新一

・大原会員、Ｅスポーツの話とてもわかりやすく、為になりました。西川さん、お久し振りです！
・45 周年記念誌部会の皆様、すばらしい記念誌ありがとうございます。

今 週 の ニ コ ニ コ BOX

６月のプログラム
６月16日（木） 夜間移動例会
場所「ふなぞう」 点鐘18：30
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
新旧会長幹事バッチ交換・
新役員の宣誓式
週報今週の担当

山

口

６月９日

34,000 円

累計

山本

宏子

鈴木

隆男

739,000 円
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