
第1861回例会　2016.１.21　くもり　司会　藤井会員

　移動例会　日本銀行本店（貨幣博物館）見学

　　　　　　会場：「日本橋だし場はなれ」16：00～17：30

◎本日の出席状況

　出席：29名（27名）中19名　70.37％

　欠席：相澤・橋岡・守屋・長野・柴田・斉藤（守）・度会・山本（武市・山口）各会員

◎ゲスト　　　遠田なほみ様・鈴木　崇様　

◎100％以上　 １／20～東京RC～岡田・松本・草野・藤井

　　　　　　　１／21分　相澤～12／８～第３分区会長幹事会　橋岡～函館RC　度会～玉狂

No. 1861・1862・1863合併号　　 2016年２月 11日発行

日本銀行本店（貨幣博物館）見学

http://xn--pck5a5dsddq9hc8756jt7fk94e.jp/


大家会長

　本日は、今月が「職業奉仕月間」のため、中村職業奉仕委員長のご尽力で①貨幣博物館②日本銀行本店の

職場見学を行いました。

　貨幣博物館では、古来からの我が国の貨幣の歴史を学習しました。私が歴史で習った日本 初の貨幣は「和

同開珎」ですが、研究の成果でいまでは「富本銭」が 初の貨幣とされます。また、江戸時代には、江戸は

金本位でしたが、大阪は銀本位でした。日本銀行は、銀行の銀行です。私たち庶民も罰金や反則金を日本銀

行で支払うことができるということでした。

　このような職場見学の機会でもないと、貨幣博物館や日本銀行を訪問することはありません。中村さん、

ご苦労様でした。本当にありがとうございました。

伊藤幹事

１．新入会員承認のお知らせ

　　皆様に公示しておりました、新入会員候補者：伊東　幹雄君の入会が１月20日付で承認されました。入

会は２月４日（木）の第一例会からとなります。

２．市川シビックロータリークラブ創立25周年記念式典について

　　日　時：４月２日（土）　　登録：15：30　　式典：16：00　　記念講演：16：50

　　場　所：東武ホテルレバント東京　東京都墨田区錦糸町１－２－２

　　登録料：15,000円　　締切：２月10日まで

３．ソウルでの「第17回ロータリー国際囲碁大会」について

　　日　時：５月30日（月）　開会式：９：30　　表彰式及び懇親会：18：30

　　場　所：韓国ソウルRI国際大会会場

　　参加料：15,000円

４．１月23日（土）は新年家族会です。

　　場　所：ホテルニューオータニ幕張　２Ｆ「ステラの間」　点鐘：18：30

　　担当委員会：親睦・SAA・プログラムの各委員は集合17：00です。

～ 日本銀行本店・貨幣博物館見学 ～

 職業奉仕委員会　　中村　和一

　平成28年1月21日 (木 )　14:00～　1月の職業奉仕月間にちなみ、移動例会・職場見学として日本銀行

本店及び貨幣博物館の見学に行って参りました。

　平日の日中にも係らず、21名の会員の皆様にご参加頂きました。

　昨年11月にリニューアルした貨幣博物館では、古代から現代までのお金が展示してあり、何がお金として

選ばれ、どのように使用されてきたのかを学んできました。

　日本銀行本店では、厚いセキュリティーチェックを１人ずつ通過し、日本銀行紹介ビデオを鑑賞。その後、

重要文化財に指定されている本館の旧地下金庫エリアや旧営業場、資料展示室及び実際の新館営業場などを

見学しました。特に地下金庫の扉の分厚さと壁に穴が開いていることは驚きでした。

　「発見銀行・銀行の銀行・政府の銀行」の所以や金融政策、日銀ネットについて学んできました。

幹 事 報 告

会長あいさつ



　移動例会は、当クラブ元会員の三木証券　鈴木　崇社長様にお骨折り頂き、普段は予約でいっぱいの株式

会社にんべん「日本橋だし場はなれ」にて開催しました。

　すべての料理にお出汁が効いていて、とてもおいしく頂きました。皆様にもご満足頂けたと思います。

　鈴木 崇社長様をはじめ、今回ご参加頂きました皆様に厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。

・日本銀行の見学、感激しました。お金を大切に扱えば皆様のようなお金持ちになれそうな気がいたしまし

た。 鈴木　隆男

・日銀見学、経済オンチの私にも嬉しい企画でした。中村さんありがとう。 藤井　仁毅

・中村さんお疲れ様です。崇さんありがとうございました。 輪湖　信

・日本銀行見学会ありがとう。 瀧　照正

・中村職業奉仕委員長、本日は滅多にほとんど訪れることのない日本銀行本店・貨幣博物館見学お手配あり

がとうございました。 遠田　毅

・中村さん、職業奉仕で本日は日銀見学会お世話様でした。年に１回は今後ともやっていきたいですね。

 岡田　敏男

・職場見学、21名の多くの会員の皆様お忙しいところご参加ありがとうございました。感謝です。至らぬと

ころがあると思いますがお許しください。 中村　和一

・お久ぶりです。崇さん、日本橋だし場、美味しいお料理をお手配頂ありがとうございました。草野　宏隆

・崇様。ご案内ありがとうございました。 佐々木　光博

・中村職業奉仕委員長、良い企画お疲れ様でした。元気な皆様に会えて私も元気をもらいました。 鈴木　崇

・今日は貴重な日銀見学お世話くださった中村委員長、鈴木崇社長、ありがとうございました。昔の職場を

思い出しました。日本勧業銀行本店勤務でした。 事務局　西川　典子

職業奉仕：日本銀行本店見学　例会：にんべんだし場はなれ　会計報告

支出の部収入の部

適　　要金　額項　目適　　要金　額項　目

にんべんだし場はなれ96,000懇親会費3,000円×18名54,000会　 費

96,000合　計第1861回例会食事費42,000例会食事費

96,000合　計

以上ご報告いたします。

564,000円累計１月21日　14,000円今週のニコニコ BOX



第1862回例会　2016.１.23　くもり　司会　平山会員

新年家族会

　於：ホテルニューオータニ幕張　　点鐘：18時30分

　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：29名（27名）中21名　77.78％

　欠席：藤代・松本・長野・斉藤（英）・輪湖・山本（武市・山口）各会員

◎ゲスト　大久保忠男名誉会員・相澤はなこ様・平山美華様・煌盛君・大原好枝様・康志郎君

　　　　　大家桂子様・柴田ミトリ様・遠田なほみ様・度会亜矢子様

◎100％以上

　　　　　１／23～船橋中学少年野球大会～大家・伊藤・岡田・山﨑・鈴木（隆）・鈴木（恭）・草野・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松本・長野

◎メークアップ

　　　　　１／21～柴田～クロス・ウエーブ

　　　　　１／23～藤代～理事会　松本・長野～１／23～船橋中野球大会

大家会長

　本日は、新年家族会です。ロータリアンのご家族もお見えになっています。

　皆様、改めて、新年おめでとうございます。昨年は、家族旅行で、私の郷里の「宇奈月温泉旅行」を企画

していただき、ありがとうございました。皆様、郷土の料理はいかがでしたでしょうか。

　私が、学生時代、下宿に富山の父親からお米の仕送りをしてもらっていました。父は「銀座の寿司屋出だ

しているシャリと同じ、特Ａランクだぞ」と言っていました。富山は、海の幸・山の幸、自然と誇れるとこ

ろがたくさんあるのですが、加賀藩の属国ということもあり、外にPRすることを良しとしない。陰徳の精

神というか、なかなか訴える事が出来ません。

笑いの伝道師　大久保名誉会員

会長あいさつ



　丁度、ロータリークラブの当地区の桜木ガバナーが「陰徳から認知へ」と話されますが、一朝一夕には変

わることが出来ないのが本音です。郷土、富山も変革を求められています。

　とはいっても、北陸新幹線のおかげで、これから富山もどんどん変わってゆくと思います。同じように、

ロータリークラブもどんどん変わってゆかなければ行けない時代ということでしょうか。

　本年も宜しくお願いします。

伊藤幹事

１．例会臨時変更のお知らせ　　船橋西RC

　　・２月５日（金）の例会は地区大会に振り替え

２．第２分区親睦ゴルフ大会のお知らせ

　　日　　時：４月14日（木）　スタート時間：午前８時（各コースとも）

　　場　　所：鎌ヶ谷カントリークラブ　東・中・西コース

　　競技方法：18ホールズストロークプレー　ハンディキャップはペリア方式

　　参 加 費：5,000円（パーティ費・賞品代）

　　申し込み：西クラブ　締切り：３月11日　※各クラブ８名以上の参加

　　登 録 料：３月末日まで振込

・第９回船橋中少年学童野球大会

　2016年１月23日（日）

　・参加者　大家会長・伊藤幹事・大原・山崎・岡田・鈴木（恭）・長野・松本・鈴木（隆）・草野　10名参加

　・ゲスト　元ヤクルトスワローズ　城　友博　様　　元読売ジャイアンツ　土本　恭平　様

１月23日（日）　第８回船橋中野球教室大会 元読売ジャイアンツ　土本様による始球式

幹 事 報 告



・笑ヨガをみんなでやらせていただきありがとうございました。ヤッタ！ヤッタ！イエイー！ 大久保　忠男

・本日は能楽の話にお付き合いいただき誠にありがとうございました。本年もメークアップをして皆勤して

います。 橋岡　佐喜男

・橋岡さんの職業奉仕に感謝！能面のようなという表現が喜怒哀楽で角度で変わるということに改めて驚

き。 遠田　毅

・皆さんご無沙汰してすいません。昨年休んだ分だけ仕事で頑張らせていただきました。 守屋　慶隆

・橋岡さん、伝統文化の中心である「能」を充分楽しませてくれたこと感謝します。 相澤　友夫

・草野さん、送っていただきありがとうございます。 鈴木　恭浩

・新年無事に過ごせるように。 佐々木　光博

・今年も「たけのこ掘り」みんなで楽しくご参加ください。 斉藤　守

・守屋さん、お帰りなさい！橋岡さんすごいです！ 平山　雄一

・今年の新年会古典芸能あり、マジックあり大変楽しく、山﨑親睦委員長ありがとうございました。大久保

先生お会いできて嬉しかったです。 事務局　西川　典子

・650年の伝統は素晴らしい！！日本文化の誇りを感じる！！　袴姿は日本男子と思います。ステキ！

 遠田　なほみ

・皆様改めまして新年おめでとうございます。橋岡さん、能楽の世界を少しだけ教えて頂きました。本当に

感動しました。 大家　浩明

・橋岡会員、日本の伝統芸能、能の舞「高砂」ありがとうございます。 鈴木　隆男

・本日は楽しい時間ありがとうございました。 織戸　豊

・楽しい新年家族会、山﨑委員長に感謝！ 遠田　毅

・本日の家族会楽しい一日になりました。能のことありがとうございました。 柴田　正道

・新年家族会、楽しい集いでした。橋岡さんに感謝。うちのクラブで能楽同好会を作って例会の後１・２時

間勉強しませんか。 藤井　仁毅

・貴重なものを観ていただきありがとうございます。また初めての参加にもかかわらず楽しく過ごさせてい

ただきました。 大家　桂子

・橋岡会員、日本の伝統650年の重みと素晴らしさを感じました。 草野　宏隆

・船橋東RCの品格がグーンと上がりました。橋岡さんの能のおかげです。又呼んでください。

 大久保　忠男

・橋岡さん素晴らしい伝統芸能を見せていただきありがとうございました。 大原　俊弘

・橋岡さん、能の舞とても感動しました。全く別の人になるのですね！ 伊藤　直子

・家族新年会、北原年度の岩崎ひろみと桜井良子で盛り上がって当時の会員は3500人にのぼっていたと、織

戸会員が言ってます。あと半年大家会長、伊藤幹事頑張れ！ 岡田　敏男

591,000円累計１月23日　27,000円今週のニコニコ BOX



第1863回例会　2016.２.４　晴　司会　山口会員

　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：30名（29名）中　23名　79.31％

　欠席：藤代・長野・山本・織戸・輪湖・斉藤（守）　（武市）各会員

◎新入会員　伊東　幹雄会員

　　　　　　職業分類：コンサルタント　推薦者：相澤会員

　　　　　　入会式を行う。

◎ゲスト　　鯨井　祐介様

◎２月三つのお祝い

　　　　　　会員誕生：斉藤　守・長野　春信・柴田　正道各会員

　　　　　　奥様誕生：鈴木　節子様・武市　万里子様・佐々木　敦子様

　　　　　　結婚祝い：輪湖　信・斉藤　守・伊東　幹雄各会員

大家会長

　皆様、２週間ぶりのご無沙汰です。１月23日の新年家族新年会以来の例会になります。新年会では、私の

妻桂子も参加させていただきました。妻は、橋岡さんの新年のめでたい「高砂」の舞にいたく感激しまして、

一瞬にファンになったと申しておりました。

　本日は、新会員の伊東幹雄さんの入会式があります。伊東さん、船橋東クラブを選んでいただきありがと

うございました。相澤さん、ご推薦ありがとうございました。

　また、ゲストの鯨井さん、当クラブへようこそ。本日、理事会で承認を受けました。この後、会員の皆様

のご意見を伺って、後日、ご案内を申し上げます。

　先週の土曜日に次年度のロータリー財団補助金・奉仕プロジェクト合同セミナーがありました。佐々木次

期会長エレクト、鈴木恭弘次期財団に委員長、ご参加ありがとうございました。

　皆さん、是非とも2790地区のHPの活動紹介をご覧下さい。当クラブの地区補助金を活用したボーイスカ

ウトへの災害物資等の寄贈や献血活動の写真が掲載されています。鈴木隆男雑誌広報委員長、ご投稿いただ

きありがとうございました。

　手前味噌になりますが、我がクラブは、奉仕活動の分野でも、この84地区の中でも５本の指に入るくらい

熱心に活動しているクラブだという思いを益々強くしました。

　本日は、第１例会ですので、諸行事が目白押しです。宜しくお願いします。

会長あいさつ

新規会員　伊東会員 本日の卓話　松本会員



伊藤幹事

１．２月のロータリーレートは１ドル120円です。

２．例会臨時変更のお知らせ：船橋みなとRC

　　・２月16日（火）の例会は２月６・７日の地区大会に振り替え

　　・３月29日（火）の例会は定款第６条第１節により休会です。

３．新入会員　伊東　幹雄君が今日から入会されます。

　　推薦者は相澤会員です。後程入会式を行います。

４．新千葉ロータリークラブ創立50周年記念例会のお知らせ

　　日　時　４月20日（水）　　登録開始：15：30　　点鐘：16：00　　祝宴：17：30

　　場　所：京成ホテルミラマーレ　千葉市中央区本千葉待ち15－１

　　登録料：10,000円　締切：２月29日

５．地区より　次年度地区委員承認の確認

　　・山﨑　新一会員に「フェローシップ委員会」副委員長として

　　・伊藤　直子会員にロータリー財団「グローバル補助金小委員会・プロジェクト推進担当」副委員長と

して

６．地区チーム研修セミナー開催について

　　日　時：３月５日（土）　　登録開始：13：00　　点鐘：13：30　

　　懇親会：16：30～17：30　

　　場　所：成田ビューホテル　「花壇の間」

　　懇親会登録料：3,000円

　　・次年度第２分区ガバナー補佐　岡田敏男会員に出席要請

　　・次年度地区委員　山﨑新一会員に出席要請

　　・次年度財団委員　伊藤直子会員に出席要請

７．第２分区親睦ゴルフ大会参加者について

　　日　時：４月14日（木）

　　場　所：鎌ヶ谷CC　参加要請８名以上　申し込みがまだの方はお願いします。

８．新年家族会で販売の「竹の子券」について未購入の方は購入をお願いいたします。

９．確定申告のための領収書をお配りします。

　　米山奨学会寄付者：遠田毅会員・相澤友夫会員・大原俊弘会員・藤井仁毅会員

　　ロータリー財団寄付者：斉藤英明会員・山﨑新一会員・瀧　照正会員・相澤友夫会員

　　大原俊弘会員・織戸豊会員　皆様確定申告にお使いください。ありがとうございました。

10．RI日本支局　財団NEWS　回覧します。

11．２月７日（日）地区大会出席者について

　　大会２日目：２月７日（日）　登録開始：８：30　点鐘：９：30

　　場　所：アパホテル＆東京ベイ幕張ホール

　　※出席登録者：相澤・藤井・藤代・平山・橋岡・伊藤・草野・長野・中村・大原・岡田・大家・織戸・

　　　　　　　　　佐々木・斉藤守・鈴木（恭）・鈴木（隆男）・遠田・瀧・山口・山﨑・度会・山本各会員

　　※２月11日（祝）例会はありません

　　※２月18日（木）の例会は２月７日（日）の地区大会に振り替えのため例会はありません。

　　　今月の例会は２月25日（木）となります。お間違いのないようお願いします。

幹 事 報 告



理事会報告（２月定例）

１．職業分類委員会より　分類新設について

　　部類：衣料品・一般商品　　分類：45　コンビニエンスストアーの新設について

　　※承認

２．新入会員候補者の推薦について

　　候補者名：鯨井　祐介君

　　職業：コンビニエンスストアー　（株）ホエル代表取締役

　　勤務先住所：船橋市夏見１－13－25

　　自宅住所：白井市野口20－10　携帯：090－7940－5646

　　推薦者：大原会員

　　※推薦を承認、本日、クラブ会員に公示する。

３．新入会員　伊東　幹雄君の所属委員会について

　　※親睦委員会に所属する。

４．地区より「米山奨学生世話クラブ及びカウンセラー引き受け」の依頼

　　2016年度、米山奨学生の受け入れについて：引き受けを決定

　　※カウンセラー：鈴木　恭浩会員にお願いする。

５．「竹の子掘り例会」について

　　日　時：４月30日（土）

　　場　所：斉藤守会員の竹林

　　予算案：クラブ予算15万円：キッチンカー（10万円）・飲み物（３万円）・雑費（２万円）

　　財団補助金：災害支援活動講演：５万円（DJ KOUSAKU）・イベント保険料（２万円）

　　参加者：会員・家族（社員・友人を含む）

　　招待者：母子ホームの入所者の皆様・職員・社会福祉施設入所者（長野会員）

　　　　　　船橋第12団ボーイスカウト

　　イベント内容：・タケノコ掘り

　　　　　　　　　・ボーイスカウトによる炊き出し

　　　　　　　　　・災害備蓄食料の試食

　　　　　　　　　・災害支援活動講演（財団申請活動）

　　　　　　　　　・ボーイスカウトへの備蓄食料と収納庫の贈呈式

　　※計画案・予算案を承認

　　※雨天の場合はこれから検討する。

「その他」

　１．ロータリー財団の申請について（３月末締切）

　　　40周年記念事業として「気仙沼南RCを通して気仙沼の支援」を行う

　　　予算については今後検討。２月18日に岡田会員が気仙沼南RCに行って計画を検討する。

　２．瀧照正会員の職業分類の変更　現在：ネット販売→通信販売に変更する。



◎各委員会報告

雑紙会報・広報委員会 鈴木隆男会員

　ロータリーの友を読もう　2016年２月号のみどころ

　【横組み】

　RI指定記事

　RI会長メッセージ

　ロータリーで旅をする　Ｐ３ RI会長　K.R.ラビンドラン

　　「ロータリーで旅行をする時、見知らぬ土地を訪れたとしても、そこにいるのは赤の他人ではありません。

ロータリアンが出迎え、歓迎してくれます。そこには活動すべきことがあり、学ぶことがあり、教えるこ

とがあるかもしれません。そして、絆が築かれ、友情が生まれ、生涯残る思い出となるのです」と会長は

述べています。そして、自分がしてきたのと同じ経験を皆さんにもしていただきたいと、会長は望んでい

ます。「私と一緒に、ロータリアンの仲間たちと一緒に、『韓国で世界とつながろう』」と、ソウル国際大

会への参加を呼びかけています。

　特集　子どもたち、若い人たちが　夢を持てる未来のために　①　Ｐ７－11

　　多くのロータリークラブで、青少年や子どもたちへの奉仕を実施しています。それらの活動は『ロータ

リーの友』にもたくさん送られてきます。今月から数回にわたり、それらの活動をご紹介します。

　　小学生の職業体験「体験しよう！　未来の君のお仕事」

 大分キャピタルRC　社会奉仕委員長　汐月　泰夫

　　育児院の子とのふれあい事業　今回は汽車と歴史の旅 旭川北ロータリークラブ

　　必要なときに、必要なものを！ 松戸西RC　山本　　衛

　　児童福祉施設へのプレゼント 大阪南RC　山本　和

　　こども療育センターへ電動車いす寄贈 広島西ロータリークラブ

　　慈友学園の子どもたちとウミガメ保護活動へ参加 名古屋北ロータリークラブ

　　中学生の救急蘇生講座　継続20年の協賛 浜松南RC　内村　正幸

　　高校にタブレット贈呈　世界へのプレゼントになろうパート２

 和光RC　青少年奉仕委員長　加藤　洋子

　　インドの小学校を教育支援 名古屋東RC　国際奉仕委員長　岡本　光生

　　バヌアツ支援のため民話集を発行 神戸南RC　米谷　　収・宝塚武庫川RC　水谷　重康

　平和の願いはきっとかなう　Ｐ14－15

 ロータリー平和センター　ホスト・エリアコーディネーター　辰野　克彦　

　　今月は、「平和と紛争予防」月間ですが、ロータリーの創設者、ポール・ハリスが亡くなって50年を記

念し、彼のメモリアルプログラムとして2002年に創立されたのが「ロータリー平和センタープログラム」で

す。世界平和にリーダーシップをもって尽くそうとするロータリー平和フェローたちを育てるこのプログ

ラムは、すでに約1,000人の卒業生を生んでいます。　



　ロータリー平和フェローシップを支援しましょう　Ｐ15

　　ロータリー平和センター・プログラムへの寄付も重要な支援活動の一つです。2017－18年度の申請書

は、2015年12月１日から受け付けが開始されました。申請書は、「My Rotary」からダウンロードする

ことができます。国際ロータリーの締め切りは2016年７月１日です。締め切りに間に合うよう、地区での

スケジュールを進めてください。　

　【縦組み】

　努力で夢をかなえる　Ｐ４－８　

 （株）土屋ホームスキー部監督兼選手　葛西　紀明

　　「負けること」を僕は一番大事にしていて、負けがないと勝ちたいと思わないのです。今までワールド

カップを470戦以上戦ってきて、17勝しました。ほぼ、負けですね。この負けることが、勝ちたいという

意欲、頑張るという意欲につながると思うのです。

　わがまち・・・・そしてロータリー　Ｐ９－12

　　ものづくりの伝統とラグビーに燃える町

　　「わがまち」を通じてロータリーと地域のかかわりを紹介します。今回は大阪府東大阪市です。

●船中だよりに掲載されました。

　～風力・太陽光発電　移設しました～

　　船橋市立船橋中学校の正門から入り、武道室玄関横付近に設置されていた

「風力・太陽光ハイブリッド発電システム」を平成27年９月末日に移設しま

した。「風力・太陽光ハイブリッド発電システム」は平成22年11月に「船橋

東ロータリークラブ」のご厚意により設置していただき、当初、夜間の外灯

や防犯センサーの電源として使用するとともに、生徒たちの環境教育で活用

することを目的にしていました。しかし、設置場所の関係で風力が活用でき

ず、太陽光のみのシステムとなっていました。そこで現状を知った「船橋東

ロータリークラブ」の皆様のおかげで、この度、外トイレ付近テニスコート

横に移設することできました。現在、システムは水を得た魚のごとく、元気

よくビュンビュンと回り、暗かった外トイレ付近を照らし、通行する近隣の

方々からも喜ばれています。また、非常災害時には、電源としても活用でき

るようになりました。ぜひ、来校の際は、その勇姿をごらんください。

　本日の卓話

　　　　　松本会員による私の職業



・伊東幹雄会員、本日は船橋東ロータリークラブご入会おめでとうございます。又鯨井様の入会式を今から

楽しみにしております。 橋岡　佐喜男

・伊東さん入会おめでとうございます。 瀧　照正

・伊東幹雄君の入会を祝して、ロータリー親睦奉仕活動を楽しみましょう。 遠田　毅

・伊東会員入会おめでとうございます。 草野　宏隆

・伊東幹雄さん、当クラブへの入会おめでとうございます。同じイトウ仲間としてもよろしくお願いいたし

ます。 伊東　直子

・伊東幹雄さん、ご入会心から歓迎します。ご一緒に船橋東RCのロータリーライフを楽しみましょう。

 大家　浩明

・伊東幹雄会員の当クラブへの入会を祝して、今後ともよろしく。２月18日は気仙沼へ行ってきます。40

周年事業の関係です。 岡田　敏男

・伊東幹雄会員へ、ようこそ船橋東RCへ入会されました。ロータリーライフを楽しんでください。

 山﨑　新一

・伊東幹雄様今日の晴天のように晴れてご入会誠におめでとうございます。貴殿はまだまだ立派な現役で

す。RCは例会出席を大事にしています。欠席するときは必ず事前に通知をしてください。メークアップ

も励行してください。 相澤　友夫

・伊東さんよろしく。鯨井さんお待ちしています。「りん」へ私の履歴書をお願いします。 藤井　仁毅

・鯨井さん、第一例会は如何でしたか？例会は週１回の楽しみの時間です。 大家　浩明

・私の職業の卓話、松本会員ありがとうございました。 山口　習明

・松本さん、ありがとうございました。2001年宇宙の旅ですね。囲碁も AIに負けてしまいました。私はア

ナログ人間と思いました。 大家　浩明

2015～2016年度　新年家族会決算報告

　　　　　　日　時：2016年１月23日　18時30分～21時
　　　　　　場　所：ホテルニューオータニ幕張

収入の部

摘　　　要金　額項　目

10,000円×22名（大久保名誉会員含む）220,000会 員 会 費

5,000円×配偶者７名35,000家 族 会 費

59,654親睦委員会費

第1862回例会100,000例 会 食 事 費

414,654合　計

支出の部

摘　　　要金　額項　目

10,500円×31名　幼児２　他　税込338,454宴 会 費

橋岡会員・マジシャン出演料60,000アトラクション

お土産　1620円×10個16,200雑　 費

414,654合　計

※記念事業費積立金　5000円×28名＝140,000円
　　　　　　　　　　現在：5,000円×25名＝125,000円
※たけの子堀券販売中＝現在：49,000円
以上ご報告いたします。



・「りん」の原稿よろしく、３月に入ると印刷所が大変忙しくなるようなので、今月25日（木）を 終締切

とします。よろしく。 藤井　仁毅

・去年の春ごろから千葉県に申請していた特定非営利法人（NPO）「終活支援センター千葉」がようやく認

可され、２月27日（土）にスクールセミナーの開校式を迎えます。ありがとうございました。相澤　友夫

・松本さん「未来への話」夢のあるいくつかの事例楽しみですね。人口知能の開発がどこまで進むのか？生

き残れるか？チャンネルを切り替えられるかどうか？ 相澤　友夫

・松本会員へ、お仕事がやっと解りました。楽しい卓話ありがとうとうございました。 山﨑　新一

・鯨井祐介様。本日はお客様で、次回は会員としてお待ちしております。 山﨑　新一

・橋岡佐喜男さん、見事な能舞台「高砂」本当に感動しました。感想は「りん」に発表いたします。

 相澤　友夫

・皆さん、いろいろありがとうございました。 斉藤　英明

・バレンタインのお祝いを頂いて、昨年までは３人いた独身男子が１人になってしまいました。皆様、早い

お戻りをお待ちしております。 鈴木　恭浩

・妻のお祝いを頂いて。 佐々木　光博

・バレンタインのお祝いを頂いてありがとうございます。 中村　和一

・先週１月は結婚記念祝いと妻の誕生祝いをありがとうございました。 柴田　正道

・本日は私の誕生祝いをありがとうございました。 柴田　正道

・妻節子の誕生祝を頂きありがとうございました。２月３日は南南東を向き恵方巻きを食べて祝いました。

 鈴木　隆男

・結婚の祝いを頂いて。 伊東　幹雄

・結婚祝いありがとうございました。２月は娘の誕生日なのでそのお祝いということで持ち帰ります。伊東

会員、鯨井さんようこそ！松本会員お久しぶり！ 守屋　慶隆

・誕生祝を頂きまして、まことにありがとうございます。 山口　習明

　

次回予定　地区大会　2月6・7日　アパホテル&リゾート東京ベイ幕張

　　　　　2月25日卓話　岡田会員　　　気仙沼南ＲＣを訪問して

　　　　　　　　　　 　　鈴木恭浩会員　私の職業

791,000円累計２月４日　75,000円今週のニコニコ BOX

２・３月のプログラム

２月11日（祝）　定款第６条第１節による休会
　　18日（木）　地区大会振替
　　25日（木）　卓話　
　　　　　　　「気仙沼南ＲＣを訪問して」
 岡田会員
　　　　　　　「私の職業」 鈴木会員
３月３日（木）　三つの祝い・会員スピーチ・
　　　　　　　理事会
　　10日（木）　第４回ガバナー補佐訪問

週報今週の担当　　　山﨑・草野


