
SERVE TO CHANGE LIVES

第 2119 回例会　夜間移動例会　2022 年６月 16 日（木）曇り　司会　草野

　場所：ふなぞう　　船橋市本町１－４－９　浦辺ビル２Ｆ

　点鐘：18：30

No. 2119・2120 合併号　　2022 年６月 23 日発行

ゴルフ会、準優勝草野会員 斉藤守会員 山﨑さん奥様、山﨑由起子様

佐々木名誉会員ご出席

http://xn--pck5a5dsddq9hc8756jt7fk94e.jp/


◎本日の出席状況

　出席：24 名（20 名）中 13 名　65.0％

　欠席：藤代・長野・岡田・中村・平山・松本・斉藤（英）（相澤・山口・藤井・鯨井）各会員

　ゲスト：佐々木光博　名誉会員

　　　　　山﨑由起子　様

　　　　　大野　秀治　様　（鎌ヶ谷 RC）

　　　　　野本　正治　様　（鎌ヶ谷 RC）

　　　　　齋藤　清光　様　（鎌ヶ谷 RC）

　　　　　佐々木和則　様　（鎌ヶ谷 RC）

　　　　　高田　洋志　様　（鎌ヶ谷 RC）

三須幹事

１．2022 － 23 年度の地区財団補助金申請事業「フードバンク活動支援プロジェクト」

　　昨日中村会長エレクトが先方との打ち合わせに参加されました。

　　寄贈のご要望や配布する印刷物等について話し合われました。

２．先週お伝えしました RLI 委員会を装った「なりすましメール」に続き、千葉北 RC のなりすましメール

も報告がありました。皆様お気を付け下さい。

・鈴木会長２回目ごくろうさまでした。 佐々木　光博　名誉会員

・ゴルフ楽しかったです。又、声掛けて下さい。 高田　洋志（鎌ヶ谷 RC）

・これからもよろしくお願いします。 大野　秀治（鎌ヶ谷 RC）

・優勝しちゃいました。すみません！ 佐々木　和則（鎌ヶ谷 RC）

・ゴルフ会鎌ヶ谷 RC 合同コンペ優勝鎌ヶ谷クラブ佐々木会員、準優勝草野ゴルフ会かいちょうでした。ご

協力ありがとうございました。 ゴルフ会幹事　山﨑新一

・馬が当りました。これから運が向きそうです。ありがとうございました。お店も利用していただき感謝で

す。 織戸　　豊

・準優勝したのでありがとう。 草野　宏隆

・今日はゴルフでブービー賞をいただき有難うございました。 斉藤　　守

・今日は久しぶりの普通の夜間例会が開催できました。少しずつ以前の形に戻ってくれることを希望します。

 鈴木　恭浩

・コロナ禍で宅飲みが多かった。“ふなぞう”織戸さん旨い酒と美味しい料理いつも有難うございます。メ

ニューに思い入れ充分感じられます。 遠田　　毅

・本日はありがとうございます。毎回、楽しく勉強になります。 行方　良宏

・鎌ヶ谷ロータリークラブの皆様、ようこそ！ふなぞうのお刺身とってもおいしいです！ 山本　宏子

・おいしい料理とおいしいお酒と皆様の笑顔で楽しい夜を満喫できました。 鈴木　隆男

幹 事 報 告

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ６月 16 日　38,000 円 累計　777,000 円



第 2120 回例会　2022 年６月 23 日（木）曇り　司会　山口

　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：24 名（21 名）中　15 名　　71.43％

　欠席：藤代・長野・斉藤（守）・斉藤（英）・平山・松本（相澤・織戸・鯨井）各会員

鈴木（恭）会長

　この会長挨拶も残すとこ今回を含めて２回となりました。パスト会長の方は同じ気持ちだと思いますが、

会長挨拶を毎週考えるのがなかなかの負担で、何もネタが浮かんでこなくて苦労した日もありました。しか

し自分の話を仕事以外で聞いてもらえるというのは家族くらいで、得難い経験です。残りの期間を楽しんで

やって参りたいと思います。

三須幹事

委員会活動報告　大原会員

山﨑ガバナー補佐、委嘱状授与

委員会活動報告　中村会員

会 長 挨 拶



　現在私は税理士会の役職もあり、大変忙しい毎日を送っている…はずのなのですが、先日３泊５日でハワ

イに行ってまいりました。コロナ禍によって 2020 年１月のサンディエゴ以来２年半振りの海外旅行でした。

コロナによる影響は出発前の日に渡航用の PCR 検査を受けて証明書をワクチン接種証明と一緒に専用ソフ

トでネットに上げておけばこれまで通りに出国できました。帰国の際も現地で PCR 検査を受けて、それを

やはり別の帰国用のソフトでネットに上げておけば全くのノーチェック、隔離も検査もなく入国できました。

それ以上に帰国時に税関に提出する書類が、やはり別のソフトで登録しておけば、顔認証で通過できるよう

になっていました。全て現地もスマホで手続きになっていました。

　それ以上にびっくりしたのが現地の物価です。円安なのである程度覚悟していたのですが、それ以上に物

価が上がっていて、以前の 1.5 倍くらいの印象でした。例えばコーヒーショップでパンとアサイーボールと

コーヒーの朝食で 3,000 円くらい。フードコートで焼肉弁当を買ったら１個 3,500 円と地元の人の行くとこ

ろでも一食 3,000 円以下で食べられるところは皆無でした。レンタカーも借りたら１日 70,000 円、ガソリ

ンも 200 円／Ｌを超えていました。

　観光客は多かったのですが、ほとんどアメリカ本土の人のように思いました。日本人とはあまり会う事が

なく、アジア人は韓国の人が少し目立つ程度でした。そのためか DFS は閉店中、アラモアナショッピング

センターに行っても日本語を話せる店員がほとんどいなくなっていました。英語を使わずにほとんど済ませ

ていた今までとは大きく異なっていました。

　ここ最近は日本人の定番の旅行先のハワイやグアムでの相対的な日本人の立場が弱くなって、中国や韓国

その他のタイやフィリピンなどの観光客が目立つようになっていましたが、それどころでない日本の地位の

低下のように感じました。なんとかコロナの影響を抑えつつ、対外的なことを含めて経済活動を進めていか

なければならないと思います。しかし現地でマスクをしているのは、アジア人か高齢者だけで、決して感染

者が少なくない状況でした。節度のある規制と解放を両立していく難しさも感じました。

三須幹事

１．小倉ガバナーエレクトより、山﨑会員に「2022 － 23 年度　地区役員委嘱状」が届いております。

　　後程会長より手交致します。

２．2022 － 23 年度の地区財団補助金申請事業「フードバンク活動支援プロジェクト」につきまして、６／

15（水）に中村会員が先方と打ち合わせをされました。

　　詳細を回覧致しますのでご確認下さい。

３．創立 45 周年の決算書ができましたので回覧致します。

４．2022 年規定審議会報告会開催のお知らせ

　　日　時：2022 年７月 16 日（土）　16：00 ～ 17：00

　　場　所：アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張

　　※会場参加、オンライン参加が選べます。参加ご希望の方は事務局まで。

５．地区より「貴クラブで行うプロジェクトチラシ提出のお願い」が届いております。

６．ロータリー米山記念奨学会より５月の寄付傾向及び寄付納入明細表が届いておりますのでご確認下さい。

〇委嘱状伝達

　次年度　第２グループガバナー補佐　山﨑新一会員

幹 事 報 告



〇委員会報告

　親睦活動委員会　鈴木隆男委員長

　　前年度会長幹事慰労例会の案内

　　７月 21 日（木）　場所：木曽路　船橋北口店　　点鐘：18：30

　

　ゴルフ会　山﨑新一幹事

　　128 回ゴルフコンペ（鎌ヶ谷 RC と合同）の報告

　　ニコニコボックスへ 8,000 円

　　　　本日の卓話

　　各委員会活動報告発表

　　会計、SAA、クラブ戦略委員会、クラブ奉仕統括委員会、管理運営統括委員会、

　　プログラム委員会、親睦活動委員会、雑誌会報・広報委員会、職業分類・会員選考委員会、

　　奉仕プロジェクト統括委員会、職業奉仕委員会、青少年奉仕委員会、国際奉仕委員会、

　　ロータリー財団・米山統括委員会、ロータリー財団委員会

・「りん」29 号の原稿よろしくお願いします。 藤井　仁毅

・各委員の皆様、活動報告ありがとうございました。約半分がコロナで休会で、活動が難しくお疲れ様でし

た。 鈴木　恭浩

・山﨑ガバナー補佐、小倉ガバナー年度ですが１年間ガンバってネ。補佐幹事で応援します。 岡田　敏男

・本年度「会計」「財団と米山統括」発表させてもらいました。鈴木会長・三須幹事、ごくろうさまでした。

 岡田　敏男

・戦略委員会報告を終えて、次年度はコロナ禍も少し緩和されて来たようですので、山﨑Ｇ補佐・中村会長・

水庫幹事活動出来る範囲でガンバリましょう。 遠田　　毅

・先週はおいしい食事と楽しいお話しありがとうございました。また次回が楽しみです。 行方　良宏

・各委員会年度活動報告を雑誌会報委員長として報告させて頂きました。皆様「ロータリーの友」をよみま

しょう！ 水庫　直子

・山﨑ガバナー補佐、１年間宜しくお願いします。 鈴木　隆男

・次年度山﨑第２グループガバナー補佐、次年度のご活躍を期待しています。 山口　習明

・国際奉仕委員会の活動は今年も残念ながら出来ず。来期の活動を頑張りましょう。 草野　宏隆

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ６月 23 日　10,000 円 累計　787,000 円



６月30日（木）　今年度最終例会乾杯
　　　　　　　各委員会　活動報告発表
　　　　　　　新旧会長幹事バッチ交換・
　　　　　　　新役員の宣誓式
７月７日（木）　会長幹事就任挨拶
　　　　　　　皆出席者表彰
　　　　　　　会計決算予算報告・監査報告
　　　　　　　三つのお祝い　会員スピーチ
　　　　　　　理事会

週報今週の担当　　　山　口

６・７月のプログラム

創立 45 周年記念事業会計決算報告
2021 年 7 月～ 2022 年 6 月 30 日

船橋東ロータリークラブ

45 周年記念事業実行委員長　山﨑　新一

会　計　岡田　敏男

収　入 単位：円

項　　　目 予算額 実行額 備　　考

記念事業特別会計より 1,285,069 1,285,069 記念事業積立金より

希 望 の 風 個 人 寄 付 366,000 記念事業献金として希望の風奨学金へ寄付

合　　　計 1,285,069 1,651,069

支　出 単位：円

項　　　目 予算額 実行額 備　　考

記 念 誌 作 成 費 450,000 396,000 100 部× 3,600 円・消費税

予 備 費 50,000 11,420 記念誌郵送料

希望の風奨学金へ寄付 366,000 5 月 17 日送金

繰 越 金 785,069 877,649

合　　　計 1,285,069 1,651,069

◎記念事業積立金として、877,649 円を繰り越します。以上ご報告いたします。


