
第 1882 回例会　2016. ７. ７　晴れ　司会　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：31 名（28 名）中　21 名　75.00％

　欠席：水庫・伊東・斉藤（守）・斉藤（英）・鯨井・守屋・山本　（武市・藤井・柴田）各会員

◎ゲスト：船橋市長　松戸　徹様

　　　　：米山奨学生　劉　雪菲丹様

◎メークアップ　７／７～水庫～７月理事会

◎ 2015 ～ 2016 年度　皆出席表彰

　・ホームクラブ 100％：大家会員

　・メークアップ 100％：相澤・水庫・橋岡・草野・大原・鈴木（恭）・鈴木（隆男）・岡田・佐々木・山﨑

 　各会員

　※昨年度年間平均出席率：83.50％

◎７月三つのお祝い

　・会員誕生：度会・鈴木（隆男）・佐々木・松本・中村

　・夫人誕生：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

　・結婚祝い：なし

岡田　敏男　ガバナー補佐　委嘱状 船橋市長　松戸　徹　様・佐々木会長
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佐々木会長

　皆様、こんにちは

　米山奨学生　劉　雪菲丹さん、ようこそいらっしゃいました。

　今日は 2016 年度～ 17 年度の記念すべき第１例会です。

　私は２回目の会長職となりますが、今年度 40 周年を迎え、又第２分区のガバナー補佐を輩出したクラブ

として無事に運営することが私の使命と思っています。

　会員の皆様にも、どうぞご協力をお願い申し上げます。

　本日は年度初めの行事も目白押しですが、後程船橋市の松戸　徹市長がお見えになります。

　当クラブ 40 周年記念事業の一環である、東日本大震災で大災害を受けた、気仙沼市の復興協力として、

災害時の救命・避難の拠点となる病院や学校に対して、施設状況伝達横断幕　（通称 SOS シート）を寄贈い

たしますが、その内１枚を船橋市に寄贈いたします。船橋市のこれからの防災活動や啓蒙等に役立てていた

だきたいと思います。

　市長には後程伝達式をさせていただきます。

　時間の関係上、会長挨拶は次回以降ゆっくりとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。あ

りがとうございました。

遠田幹事

１．地区役員に青木ガバナーより委嘱状が届きました。

　・岡田　敏男会員に 2016 ～ 17 年度第２分区ガバナー補佐に

　・山﨑　新一会員に　　　〃　　　フェローシップ委員会副委員長として

　・水庫（伊藤）直子会員に 〃　　　ロータリー財団委員会　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

　　として委嘱されました。　　　　　

２．今年度地区補助金：「気仙沼地区復興協力プロジェクト」事業について

　　30 万円が決定しました。

３．地区大会のお知らせ

　　日　時：2016 年９月 24 日（土）・25 日（日）

　　場　所：大会１日目：成田ビューホテル

　　　　　　　　　　　　登録：12：30　点鐘：13：00

　　　　　　　　　　　　RI 会長代理ご夫妻歓迎晩さん会：17：45 ～

　　　　　　大会２日目：成田国際文化会館

　　　　　　　　　　　　登録：８：30　点鐘：９：30

　　　　　　　　　　　　記念講演：13：20　大懇親会：15：15

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



４．地区大会記念ゴルフ大会

　　日　時：2016 年９月 13 日（火）

　　会　場：久能カントリー倶楽部　千葉県富里市久能 722

　　・プレー費：22,000 円（各自清算）

　　・登録料：10,000 円（各クラブ取り纏めて送金）

　　・クラブより７月４日に WEB で登録済み

　　※　参加者：大原・斉藤英明・平山・藤井会員が参加されます。

５．地区フェローシップ委員会より

　Ａ．第１回「女性会員交流会」のお知らせ　※地区内 84 クラブ初の女性会員だけの交流会

　　日　時：７月 22 日（金）　12：30 ～ 14：00

　　場　所：三井ガーデンホテル２Ｆ　日本料理・汐菜　千葉市中央区中央１－ 11 －１

　　登録料：7,000 円　　※締　切：７月 15 日

　Ｂ．六本木マハラジャ　で交流会

　　日　時９月３日（土）　14：00 ～ 18：00

　　場　所：マハラジャ六本木　東京都港区六本木３－ 12 －６　六本木プラザビル５Ｆ

　　登録料：12,000 円　定員 200 名

　　締　切：８月 20 日迄

６．地区奉仕プロジェクト・ロータリー財団委員会合同セミナーのお知らせ

　　日　時：８月７日（日）登録：13：00　セミナー：13：30 ～ 17：00

　　場　所：カンデオホテルズ千葉（TKP ガーデンシティ千葉）

　　　　　　千葉市中央区問屋町１－ 45

　　内　容：奉仕プロジェクトと地区補助金の活用例の紹介

　　　　　　地区補助金・グローバル補助金について

　　登録料：１クラブ 3,000 円　締切：７月 25 日迄

　　参加者：佐々木会長・遠田幹事・大原奉仕プロジェクト・長野職業奉仕・山口社会奉仕・大家国際奉仕・

　　　　　　鈴木恭浩財団の各委員長

７．第２分区会長幹事会のお知らせ

　　日　時：８月４日（木）14：00 ～ 15：30

　　場　所：クロス・ウエーブ船橋　４Ｆ「パーティールーム」

　　※今年度分担金３万円納入のお願いが来ております。

８．岡田ガバナー補佐訪問が始まります　

　　時　間：12：30 ～ 13：30

　　・船　橋　西 RC：７月 ８ 日（金）　なべ三　　　　　　　　　　同行：織戸補佐幹事

　　・船　　　橋 RC：７月 12 日（火）　クロス・ウエーブ　　　　　同行：大原補佐幹事

　　・船　橋　南 RC：７月 13 日（水）　船橋グランドホテル　　　　同行：瀧補佐幹事

　　・鎌　ヶ　谷 RC：７月 14 日（木）　鎌ヶ谷カントリークラブ内　同行：大原補佐幹事

　　・船橋みなと RC：７月 19 日（火）　船橋グランドホテル　　　　同行：鈴木補佐幹事

　　・船　橋　東 RC：７月 21 日（木）　クロス・ウエーブ船橋　　　全補佐幹事

９．2016 ～ 17 年度上期会費納入のお願い

　　詳細は各メールボックスにお配りしております。期日までにお願いします。



理事会報告（７月定例）

　※新しい手続要覧が発行されるまで、原稿の定款、細則に則る

１．事務局員の理事会へ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節による。

　　※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より財団・米山奨学会への特別寄付金のパーセンテージ及び送金方法について

　　※各２％とする。送金は月間に行う。

　　※承認

４．メークアップの確認について

　　※クラブ定款第９条「出席」第１節 祇項１～７及び第２節　ことに歓理事会の会合又は理事会が承認

した場合、選任された奉仕活動に出席すること。

　　※　承認

５．出席免除会員の確認について

　　※武市・藤井・遠田・山口・柴田各会員

　　※承認

６．名誉会員の確認について

　　※池田佐嘉衞・宮坂和市・大久保忠男各元会員

　　但し、定款第７条第７節「名誉会員」の項は毎年度見直しを行う。

　　※承認

７．各委員会の支出限度額について　※３万円以上は理事会の承認を得る。

　　※承認

８．今年度クラブ登録料のクラブ負担について　※原則クラブ食事費 2,500 円の補填を行う。

　　但し、年次大会は 6,000 円を徴収する。（地区に分担金として 7,200 円を支払い済み）

９．各諸団体の会費納入の承認について　※船橋市社会福祉協議会・国際交流協会　各３万円

　　※承認

10．職業分類・会員選考委員会より　職業分類表の扱いについて

　　※今年度は掲載したが、定款細則の改正により次年度以降の扱いについて

　　※定款細則改正委員会をつくり対応する。

11．親睦委員会より　三つのお祝いについて（報告）

　　・会員誕生祝：ネクタイ　・夫人誕生祝：お菓子　・結婚祝：ワイン　各 4,000 円程度

　　※承認

12．定款第６条第１節による休会について：

　　年２回：12 ／ 29　１／５　　国民の祝日：４回　　通常例会：45 回

　　※８月 18 日（木）はお盆休みとする。

13．ガバナー公式訪問：９月８日（木）船橋 RC・船橋東 RC・船橋南 RC の３クラブ合同

　　※ガバナー補佐訪問：８月４日（木）にガバナー公式訪問に備えクラブ協議会とする。



「報告事項」

１．40 周年記念事業実行委員会より：藤代実行委員長　　気仙沼訪問について

　　気仙沼への SOS シート贈呈についての説明　気仙沼訪問は 10 月 20 日に行う

「その他」

１．本日、船橋市に SOS シートの贈呈を行う。松戸　徹市長来訪

◎各委員会報告

　委嘱状伝達式　　　　　岡田　敏男　ガバナー補佐　委嘱状

　フェローシップ委員会　山崎　新一　副委員長

　三つのお祝い

　　会員誕生日　度会　一也（６日）・鈴木　隆男（９日）・佐々木　光博（27 日）・松本　健（29 日）・

　　　　　　　　中村　和一（30 日）

　　夫人誕生日　松本　祐加子（12 日）・長野　寛子（12 日）・岡田　博子（20 日）・大家　桂子（20 日）・

　　　　　　　　平山　美華（30 日）

　SOS シート　船橋市へ贈呈式

・佐々木会長・遠田幹事そして岡田ガバナー補佐、一年間よろしくお願いします。体調には気をつけて。

 織戸　　豊

・佐々木２回目会長、遠田２回目幹事、私では力不足ですが、しっかり応援します！ 大原　俊弘

・一年間よろしく。 佐々木光博

・藤代 40 周年実行委員長、船橋市への SOS シート贈呈ご苦労様でした。気仙沼支援の方、現地へ 10 月 20

日よろしく。 岡田　敏男

・2016 ～ 2017 年度幹事を務めさせていただきます。ロートルではございますが、皆様のご協力よろしくお

願いいたします。 遠田　　毅

・皆出席の記念品をありがとうございました。初めて本クラブできちんと出席できました。 大家　浩明

・佐々木会長２回目の会長就任おめでとうございます。明るいのがキャラクラーと人望を尊敬しておりま

す。私も全力でサポートしていきます。 橋岡佐喜男

・西川さんへ、立派な活動方針・計画を神技のように今日、７月７日に間に合わせていただきありがとうご

ざいます。皆さんへお願い！良く読んで活用しましょう！ 相澤　友夫

・佐々木会長・遠田幹事の両名が第１ゲートをくぐりました。岡田ガバナー補佐ともども勢いよくスタート

しました。やや重の再出走ですので、落馬なきよう頑張りましょう！ 相澤　友夫

・第２分区ガバナー補佐の役職に委嘱されました。体調に十分気をつけて、ゆめゆめ当クラブの皆様に迷惑

をかけないようにやりたいが・・・ 岡田　敏男

・佐々木会長、遠田幹事一年間よろしくお願いします。プログラムは私に任せてください。 草野　宏隆

・佐々木、遠田丸の無事出港を祝して。 山口　習明

・クロス・ウエーブの皆様、一年間お世話になります。 山口　習明

・誕生日祝いをもらって。 佐々木光博



・ヨメの誕生祝いありがとうございます。佐々木年度ガンバルゾ！ 平山　雄一

・佐々木新年度に大いに期待しております。妻の誕生日祝いありがとうございました。 長野　春信

・妻桂子の誕生祝を戴いてありがとうございました。 大家　浩明

・妻、岡田博子の誕生祝を戴き感謝します。私の会計事務所の大切な戦力です。 岡田　敏男

・お誕生祝いを頂きました。ありがとうございました。 中村　和一

・誕生祝を戴きありがとうございます。佐々木会長、遠田幹事一年間よろしくお願いいたします。

 鈴木　隆男

・ロータリーマーク入りのネクタイありがとう。40 周年にはこれを付けて出席しろということですね。

 度会　一也

・お誕生祝いありがとうございました。子となから大となになれるように頑張ります。 松本　　健

　次回予定

　　第 1883 回　例会　７月 14 日（木）　12：30 点鐘

　　各委員会活動計画報告（活動計画書掲載順）

　　※　各委員長は発表の用意をお願いします。

　　ガバナー補佐訪問：鎌ヶ谷 RC　岡田ガバナー補佐・大原補佐幹事出席

　　例会場：鎌ヶ谷カントリークラブ

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ７月７日　62,000 円 累計　62,000 円

７月14日（木）　各委員会活動計画発表

　　21日（木）　第１回ガバナー補佐訪問

　　28日（木）　前年度会長幹事慰労夜間例会

８月４日（木）　三つのお祝い　会員スピーチ

　　　　　　　理事会

　　11日（木）　祝日休会（山の日）

　　18日（木）　お盆休み休会（定款により）　

週報今週の担当　　　鈴　木（隆）

７・８月のプログラム


