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第 2122 回例会　2022 年７月７日（木）　晴れ　司会　山本会員

　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（21 名）中 16 名　76.19％

　欠席：大原・斉藤（守）・松本・斉藤（英）・平山（藤井・相澤・鯨井）各会員

◎中村会長就任挨拶

◎水庫幹事報告・就任挨拶

◎委員会報告

　・雑誌会報委員会　「ロータリの友７月号みどころ」　行方

　・親睦委員会　　　「７／ 21　前年度会長幹事慰労例会のお知らせ」

◎山﨑ガバナー補佐　「ガバナー月信について」

◎会計報告　　　　　岡田会員より 2021 － 2022 年度会計報告

◎監査報告　　　　　大家会員より 2021 － 2022 年度監査報告

◎７月三つのお祝い

　・会員誕生：鈴木（隆）・松本・中村　各会員

　・配偶者　：松本祐加子様・長野寛子様・岡田博子様・大家桂子様・平山美華様

　・結婚記念：なし

◎ 2021 － 22 年度　皆出席者表彰

　ホームクラブ 100％　　：水庫会員

　メークアップ含む 100％：中村・大原・大家・岡田・鈴木（恭）・鈴木（隆）・山崎・三須　各会員

　出席免除会員　　　　　：遠田・山口　各会員

中村会長

　「地域の皆さまへのお役立ち」 2022 － 23 年度　会長　中村　和一　

　この度、46 年という長い歴史と伝統を誇る船橋東ロータリークラブ第 46 代会長をお受け致しました。私

は 2013 年７月に入会し、今年で９年目になります。ロータリーに関する経験、知識においても未熟な私で

はありますが、会員皆様のご指導とお力添えを頂きながら　また、藤代副会長、水庫幹事、理事役員、委員

長のご協力を頂き、この責務を１年間誠心誠意努めてまいります所存でありますのでよろしくお願い申し上

げます。

　一昨年から新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、当クラブも思うように活動ができませんでした。

この新型コロナウイルス感染症も変異しながら、全世界で未だ終息が見えない状況です。今年度は平和で通

常の活動が出来ますように、会員の皆様を全力でサポートして参ります。

　10 月から 12 月にかけて、～食が育む子どもの未来～「フードバンク活動支援プロジェクト」を実行する

予定です。食や生活に不安なく、次世代を担う子どもたちが育っていけるような、地域づくりに貢献できま

すことを期待しております。

会 長 挨 拶



　このような各種奉仕活動は、先ずは「The Four-Way Test」言行は四つのテストに照らしてからおこな

うことに気を付けて参ります。

　１．真実か　どうか

　２．みんなに公平か

　３．好意と友情を深めるか

　４．みんなのためになるか　どうか

　また、今年度 RI 会長のテーマは「IMAGINE ROTARY」（イマジン・ロータリー）です。

　ジェニファー・ジョーンズ RI 会長は、「想像してください。私たちがベストを尽くせる世界を。」とロー

タリアンに語りかけています。

　RI 第 2790 地区スローガンは「ロータリーの仲間との信頼を繋ぎ、千葉から世界を変えていこう！」です。

ロータリー活動によって培かわれた仲間同士の信頼（Fellowship）を繋ぎ、この地域から世界を少しづつで

も変える奉仕活動（service）を起こそうと言う事です。

　これを受けて、当クラブの今年度テーマを「地域の皆さまへのお役立ち」とさせて頂きます。

　会員の皆さまが楽しく参加できる「元気なクラブ」にして行きたいと思います。

　●ロータリークラブ会長とは

　形式上のクラブ代表者であり、しばしば象徴としての天皇に例えられます。一般社会では会長を代表権者

とみなしますが、ロータリーでは RI や他クラブと対処する場合は会長・幹事が共に代表権者となります。

対内的にはクラブ運営の責任と事業の執行権および役員や委員長の任命権を合せ持ちますが、執行権は本来

の代表権者である幹事に任せるべきでしょう。

　会長にはクラブ運営という大きな責任があり、クラブの自主性を生かし活性化を図るためには、強いリー

ダーシップが要求されます。会長の特権として、毎例会に会長の時間が与えられます。会長の時間は会長挨

拶ではなく、奉仕理念を提唱する貴重な時間です。会員に対する奉仕理念の提唱こそ、会長に与えられた最

も大きな責任と言えましょう。

　世俗の論理を尊重しがちの日本では、会長の選挙にあたっても、どうしても社会的地位とか年功序列にと

らわれやすく、その結果として若い会長が極端に少ないです。

　会長を経験しなければガバナーになれず、ガバナーを経験しなければ RI の理事や会長になれない規約な

ので、会長に就任する年齢が極端に高い日本からは、働き盛りの RI 役員を出すことは先ず不可能なのが現

実です。RI の中でリーダーシップを発揮するためには、若いクラブ会長を作ることがその第一歩となります。

　総会及び理事会の議長を務め、すべての委員会の職権上の委員となります。就任条件として、会長エレク

トの期間に、会長エレクト研修セミナー（PETS）と地区研修・協議会に必ず出席するか、またはガバナー

の許可を得た上で、代理者より研修報告を受けることが要求されています。

　現在、とても重圧を感じておりますが、船橋東ロータリークラブ会長としてこの一年、会員の皆様には大

変お世話になるかと思います。

　引き続き、ご指導　ご協力のほど、よろしくお願い致します。



水庫幹事

　※新年度活動計画書が出来上がりました。記載違いなどありましたら事務局までお知らせください。

１．7 月のロータリーレートは１ドル 136 円です。

２．新年度会員数は 24 名です。皆様会員増強にご協力ください。

３．2022 － 23 年度上半期会費納入のお願い

　　上期会費：135,000 円に加え

　　・記念事業積立金：5,000 円・地区大会登録料：6,000 円

　　・第２グループ IM：3,000 円・情報研究会：3,000 円

　　合計：152,000 円となります。　詳細はメールボックスに配布してあります。

４．7 月 21 日（木）の前年度会長幹事慰労例会の参加申し込みがまだの方は事務局まで。

　　本日より会費 3,000 円を集めます。

５．船橋 RC より例会のご案内。

　　日　時：７月 12 日（火）　12：30 点鐘

　　場　所：クロス・ウエーブ船橋

　　フィジー共和国大使の卓話「フィジー共和国の現況と水あれこれ」

　　※参加希望の方は事務局まで

６．地区小倉ガバナーより（回覧します）

　　ガバナーノミニー・デジグネート（2025 － 26 年度ガバナー）候補者推薦依頼

　　標記の公募がありました。推薦するクラブは 2022 年９月２日（金）までにガバナー事務所へ提出くださ

い。

７．2021 － 22 年度６月の MCR レポートが届きましたので回覧します。

８．ロータリー文庫より

　　電子図書館を目標に資料のデジタル化を進めています。WEB サイトを通した資料の公開を継続いたし

ます。

　　御利用案内（ユーザー名・パスワード等）資料を回覧致します。

◎理事会報告（７月定例）

１．山崎ガバナー補佐及び事務局員のオブザーバー出席について

　　※承認

２．本クラブ銀行口座について：クラブ細則第 11 条第１節により「京葉銀行北習志野支店」とする

　　※承認

３．ニコニコボックス収益金より、財団・米山奨学会への特別寄付金パーセンテージ及び送金について

　　※各３％とする。送金は月間に行う

　　※承認

４．メークアップの確認：クラブ定款第 10 条「出席」第１節 ⒜ 項～７節により

　　ことに第１節 ⒟ 項によりメークアップの期間は同年度以内に行わなくてはならない（１年間有効）

　　・理事会承認の奉仕プロジェクト・理事会の会合等の出席

　　※承認

幹 事 報 告



５．クラブ職業分類の確認　部類：30　　分類：138

　　※職業分類は定款の変更により廃止され、第９条「クラブ会員構成」に変更されました。但し当クラブ

では職業分類表はそのまま継続されます

　　※承認

６．出席免除会員の確認：クラブ定款第 10 条「出席」第５節：出席規定の免除 ⒜ ⒝ 項により

　　・相澤・藤井・織戸・遠田・山口　各会員５名　　※ ⒝ 項により毎年申請を要する

　　※ 2022 年規定審議会により出席免除を受けるために理事会の承認を必要としない事が明確になりまし

た。（別紙資料）

　　※承認

７．各委員会への支出限度額について：３万円以上は理事会の承認を要する

　　※承認

８．各諸団体への会費・協賛金納入について

　　会費：船橋社会福祉協議会：２万円　船橋国際交流協会：２万円

　　協賛金：ひがふなフェスタ：２万円　　その他：米山梅吉記念館 100 円募金

　　※承認

９．今年度クラブ登録料のクラブ負担について

　　※原則食事費 2,750 円の補填を行う。これ以上の場合は都度理事会に諮る

　　※承認

10．徴収金として上期会費 135,000 円に上乗せし（17,000 円＜内訳＞記念事業積立金：5,000 円・

　年次大会：6,000 円・IM：3000 円・情報研修会：3,000 円）　上期会費のみ 152,000 円とする

　※承認

11．定款第７条「会合」第１節 ⒟ ⑴ ～ ⑷ による休会について

　　８／ 11　　11 ／３　　12 ／ 29　　１／５　　２／ 23　　５／４

　　※祝日以外に４回まで休会できる。今年度は 12 ／ 29・１／５。予備日として残り２回まで休会が可能

　　※承認

12．親睦委員会より　三つのお祝い品について

　　・生花・ワイン・日本酒・焼き菓子の４品から選択制にした

　　※承認

13．前年度会長幹事慰労例会について

　　日時：７月 21 日（木）　受付 18：00　点鐘 18：30

　　場所：木曽路　船橋北口店

　　会費：5,000 円　（他クラブ負担 4,000 円）

　　※承認

14．ガバナー公式訪問について（次年度会長幹事出席予定）

　　日時：９月８日（木）　場所：クロス・ウェーブ船橋

　　　　　14：00 ～ 14：45　　会長・幹事懇談会

　　　　　15 分休憩

　　　　　15：00 ～ 16：15　　例会　30 分

　　　　　　　　　　　　　　 クラブ協議会　45 分

　　　　　16：30　　　　　　 ガバナー退席



　　・食事はなし。

　　・ガバナー補佐訪問：９月１日（木）クラブ協議会とする

　　※承認

15．退会者の積立解約金について。解約後、記念事業積立金口座に入金する

　　※承認

16．記念事業積立金の銀行口座について

　　・定期預金を解約して普通預金で管理する

　　※承認

17．クラブ戦略会議の開催について

　　・７月 28 日（木）例会終了後

　　※承認　参加者：山﨑委員長・中村・大家・鈴木（恭）・三須・水庫・遠田　各委員

「その他」

１．2021 － 22 年度財団寄付実績について（別紙資料）　　山﨑前年度財団委員長より

　　※地区内 82 クラブ中、上位の寄付額です

２．ガバナー補佐より　報告事項

　　・2021 － 22 年度　ガバナー補佐収支報告　　（別紙資料）

　　※運営規則の制定について次回の会長幹事会で提案予定

３．地区青少年交換プログラムについて

　　・長野会員ご息女の志願書提出

◎各委員会報告

雑誌会報委員会 雑誌会報委員長　行方良宏　

「ロータリーの友　７月号みどころ」

　まずはじめに、今年度から雑誌会報委員を担当させていただきます行方です。まだまだ入会半年足らずで

右も左もわかりませんがご指導のほどよろしくお願いいたします。

　前任者の水庫会員を継承し、皆様方に「ロータリーの友」のみどころを積極的に紹介していきたいと思い

ます。一年間よろしくお願いいたします。

１：Ｐ６～Ｐ 19　2022 － 23 年度　国際ロータリークラブ（RI）会長

　　ジェニファー・ジョーンズ氏のメッセージ「イマジン　ロータリー」

　　「ロータリの友」は私たちみんなが大切に思っている、この素晴らしい団体の姿を映しだす写真やストー

リーの宝庫である。また、私たちは長年にわたり奉仕プロジェクトや皆さんが変化をもたらした人々の暮

らしについてこの雑誌を通じて学ぶことのできる。

　　私たち会員が自分たちの活動をについて詳しく知るだけでなく、この雑誌やジャーナリスト・インフル

エンサーなどを招き“ロータリーに参加すれば奉仕が出来る”という事をこの一年で世界に戦略的に示し

ていきたいと抱負を述べられています。

　　その他にも彼女がロータリーを通した素晴らしい経験や体験が書かれています。



２：Ｐ 20 ～Ｐ 39

　　ガバナーの横顔　　第 2790 地区　小倉純夫ガバナー紹介（Ｐ 25）

３：Ｐ 42　米山記念奨学会　　若林紀男理事長

　　改めて米山記念奨学事業に対するご支援のお願いと役割

　　コロナの影響やウクライナ危機、更には物価上昇が留学生にとって厳しくも切実な問題になっている。

困難な中で受ける支援こそ真の支えであり、ロータリーと米山記念奨学会の役割とおっしゃっています。

４：Ｐ 58　ロシア侵攻以降のウクライナでのクラブ活動が紹介

　　隣国ポーランド・ドイツのロータリークラブとも連携し衣料品・食品から発電機に至るまで様々な活動

を国境を越えて行われていると紹介されています。

５：Ｐ 76　元 RI 理事で裏千家前家元　千玄室（せんげんしつ）さんが職業奉仕の特別公演

　　元特攻隊員で仲間をたくさん失っている経験があり、彼らが今の平和ボケした日本を見たらどう思う

か、本当に情けない気持ちになると問いかけています。

　　また、こうならないためにロータリーの「service above self」自分を超えた奉仕の精神が必要で見習わ

なければならない。職業奉仕が一番大事な哲学であり、ご自身もロータリー歴 65 年間、奉仕・友情・信頼

を柱にやってこられたとの事です。

・中村会長、がんばって 佐々木光博　名誉会員

・とうとう新年度が始まってしまいました。今年度１年間、会長としてがんばります。よろしくお願い致し

ます。 中村　和一

・誕生日のお祝いを頂きました。７月 30 日に 51 才になります。ありがとうございました。 中村　和一

・誕生日祝いを頂きありがとうございます。中村会長、水庫幹事１年間よろしくお願いします。鈴木　隆男

・妻桂子の誕生祝いを頂いて。ありがとうございました。 大家　浩明

・妻の誕生月にいつもありがとうございます。 長野　春信

・妻の誕生祝いをいただきました。私より４才若いので大台になりました。元気で働いております。

 岡田　敏男

・今年度、幹事をつとめさせて頂きます。２度目の幹事ですが、クラブのためにがんばっていきたいです。

 水庫　直子

・中村会長・水庫幹事、一年よろしくお願いします。中村さん晴れの日、間に合ってよかった。がんばれ～。

 長野　春信

・中村・水庫丸の船出を祝して。コロナ禍の中での奉仕活動ですが頑張って下さい。皆出席表彰を頂いて出

席免除会員にもかかわらず。 遠田　　毅

・第２グループガバナー補佐を努めます。岡田補佐幹事、織戸補佐幹事、鈴木恭浩補佐幹事、水庫補佐幹事、

一年間宜しくお願い致します。 山﨑　新一

・中村会長、水庫幹事の船出を祝って。一年間よろしくお願いします。 織戸　　豊

・中村、水庫丸の船出と航路の安全を期して。 大家　浩明



・皆出席のお品をいただきましてありがとうございました。 山口　習明

・中村会長、水庫幹事の船出を祝して。一年間よろしくお願い申し上げます。 山口　習明

・中村新会長、優しい目で見守っております。頑張って下さい。 藤代清七郎

・中村会長、水庫幹事、新年度よりよろしくお願いします。いっしょに頑張っていきます。 鈴木　恭浩

・祝　中村水庫丸の門出をお祝いします。一年間宜しくお願いします。 草野　宏隆

・雑誌会報のみでなく親睦活動も力一杯お手伝いさせて頂きます。 行方　良宏

・中村会長ガンバレ。１年間よろしく。水庫幹事もガンバッテネ。私もずっと会計です。 岡田　敏男

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ７月７日　44,000 円 累計　44,000 円

７月14日（木）　各委員会活動計画発表

　　21日（木）　前年度会長幹事慰労夜間例会

　　　　　　　場所「木曽路」　点鐘18：30

　　28日（木）　各委員会活動計画発表・

　　　　　　　会員スピーチ

８月４日（木）　三つのお祝い　会員スピーチ

　　　　　　　理事会　

　　11日（木）　お盆休み休会

週報今週の担当　　　行　方

７・８月のプログラム


