
第 1885 回例会　2016. ７.28　晴　司会　草野会員

　前年度大家会長・水庫幹事慰労夜間例会

　場所：喜久水　時間：18：30

◎本日の出席状況

　出席：31 名（28 名）中　20 名　71.42％

　欠席：伊東・松本・守屋・長野・斉藤（守）・斉藤（英）・山本・輪湖　各会員

◎ゲスト　平山会員の父上

◎ 100％　 橋岡～７／ 20 ～大宮シティー RC　７／ 26 ～福島北 RC

◎メークアップ　平山～７／ 26 ～船橋 RC

No. 1885・1886 合併号　　2016 年８月 18 日発行

http://xn--pck5a5dsddq9hc8756jt7fk94e.jp/


遠 田 幹 事

１．８月ロータリーレート　１ドル 102 円です。

２．例会臨時変更のお知らせ

　　 ※船橋みなと RC：８月 16 日（火）お盆休み

　　・８月 30 日（火）定款第６条第１節により休会

　　・９月 13 日（火）の例会は 16 日（金）のガバナー公式訪問に振り替え

　　・９月 27 日（火）の例会は休会、25 日（日）の地区大会に振り替え

　　  ※船橋 RC

　　・８月 16 日（火）の例会はお盆休み

　　・９月 13 日（火）の例会はガバナー公式訪問のため９月８日（木）のグランドホテル

　　・９月 27 日（火）の例会は親睦家族会のため移動夜間例会

　　　時間：18 時～ QVC マリンスタジアム（フィールドテラス・スイート）

３．今年度地区財団補助金が決定し、278,150 円が入金されました。

　　40 周年記念事業の「SOS シート」の寄贈に使われます。

・大家会長・伊藤さん、お疲れ様でした。次期会長佐々木さん、遠田さんよろしく。 瀧　照正

・大家会長、水庫幹事一年間ご苦労様でした。度会会員、ゴルフ優勝おめでとうございました。鈴木　隆男

・大家会員・水庫会員一年間お疲れ様でした。今後のますますのロータリー活躍を期待しています。

 草野　宏隆

・大家前会長、水庫前幹事一年間ご苦労様でした。長かった一年でしたか？私はこれから一年間ガバナー補

佐ですので、やるだけです！ 岡田敏男

・大家直前会長、伊藤改め水庫前幹事の一年間のご苦労さん会、盛会で良かった・ヨカッタ　これでゆっく

り昼食が食べられますね！ 遠田　毅

・大家直前会長、水庫直前幹事一年間お世話になりました。佐々木会長、遠田幹事よろしくお願いいたしま

す。岡田ガバナー補佐頑張ってください！私も頑張ります。今日はご馳走様でした。事務局　西川　典子

・大家前会長、水庫前幹事、一年間本当にお疲れ様でした。そして、岡田ガバナー補佐、佐々木会長、遠田

幹事これからの一年間よろしくお願いいたします。 橋岡　佐喜男

・皆様一年間にわたりお世話になりました。これからもよろしくお願いいたします。 大家　浩明

・本日は会長・幹事慰労会の開催ありがとうございました。とても勉強になる一年間でした。 水庫　直子

・久しぶりに徹夜明けのゴルフになってしまいました。疲れて死にそうでした！ 藤井　仁毅

・新年度を迎えあっという間に１か月が過ぎてしまいました。今年度は 40 周年に特化しております。会員

全員のご参加ご協力をお願いいたします。 幹事　遠田　毅

・佐々木会長、遠田幹事一年間やりましょう！私もやりますので、皆様ご協力ください。西川さんも協力く

ださり感謝しています。 岡田　敏男

・10 月 20 日・21 日、気仙沼へ！レッゴー、皆様予定に入れといてくださいね。ケセンヌマ 10,20 ！ドント

フォーゲット！ 幹事　遠田　毅

幹 事 報 告



・中村会員ありがとう。これで FAX からメールへ、アナログからデジタルへ大躍進です。幹事、事務局伝

達手段の高速化に感謝、カンシャ！  遠田　毅

・本日は楽しい一夜をありがとうございました。度会さん優勝おめでとうございました。 織戸　豊

・優勝できました、これも藤井先生、大家先生、サーファー草野のお蔭です。 度会　一也

・コンペ参加させていただきました。ありがとうございました。馬券取りました。 平山　父

・親父が一日お世話になりました。 平山　雄一

・ニアピン賞を頂きました。 相澤　友夫

・準優勝、ニアピン取りました。 瀧　照正

・ブービーメーカー賞を頂きました。 佐々木　光博

・渡会さん、優勝おめでとうございます。今年初で凄い！ 鯨井　祐介

次回予定

　８月４日（木）　理事会：11：00 ～　「パーティールーム」

　第 1886 回例会　12：30　点鐘

　三つのお祝い　会員スピーチ　　米山奨学生：劉　雪菲丹さん来訪

　第２回ガバナー補佐訪問：ガバナー訪問に備えクラブ協議会開催

　第二分区会長幹事会：14：00 ～ 15：30

　場所：クロス・ウェーブ　４Ｆ「パーティールーム」

　岡田ガバナー補佐・（織戸・鈴木（恭）・大原・瀧）補佐幹事・佐々木会長・遠田幹事

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ７月 28 日　27,000 円 累計　109,000 円

前年度会長幹事・慰労夜間例会決算報告

日　時：2016 年７月 28 日

場　所：喜久水

収入 の部

  項　　目 金　　額 備　　考

会　　　費 84,000 4,000 円× 21 名

ゲスト会費 7,000 平山会員父上

例会食事費 63,000 第 1885 回例会

合　　計 154,000

支出の部

項　　目 金　　額 備　　考

パーティー費 154,000 7,000 円× 22 名　　喜久水

合　　計 154,000

以上ご報告いたします。 



第 1886 回例会　2016. ８. ４　晴　司会　鈴木会員

国歌「君が代」　ロータリーソング　「我等の生業」

◎本日の出席状況

　出席：31 名中（29 名）20 名　69.00％

　欠席：橋岡・大原・長野・平山・松本・守屋・斉藤（英）・斉藤（守）・輪湖（武市・柴田）各会員

◎ゲスト　　　　　　米山奨学生　劉　雪菲丹さん

　　　　　　　　　　三浦　時子様

◎メークアップ　　　100％　７／ 30 ～　相澤・岡田～地区研修リーダー

◎８月三つのお祝い　・会員誕生祝い：織戸・水庫・鯨井・大家・伊東各会員

　　　　　　　　　　・夫人誕生祝い：伊東孝枝様・草野真由美様・守屋紀子様

　　　　　　　　　　・結婚祝い　　：山﨑会員



佐々木 会 長

　皆さんこんにちは、米山奨学生の劉　雪菲丹さん、ゲストの三浦　時子さんようこそいらっしゃいました。

毎日猛暑が続いております。

　この暑い中第２分区各クラブを訪問されている、岡田ガバナー補佐、又補佐幹事の皆様、大変ご苦労様です。

　さて、８月はロータリーの会員増強・拡大月間です。

　かって、当クラブから輩出された北原敬市ガバナー年度は（1999 ～ 2000 年）の会員数は、4,035 名でした。

　現在は 2,711 名と大変減少しております。これは高齢化による自然減もありますが、大変憂慮されます。

　会員増強委員会はクラブ会員の勧誘、退会防止、会員の教育についての行動計画を立案し実施する大切な

委員会です。

　今年度水庫統括委員長は純増を３名目指しましょう！と言っております。

　会員増強は各会員それぞれがクラブの活性化と組織を守るため、増強に努め又現会員が退会しないよう努

めるべきです。

　会員一人一人が東クラブの会員であることに誇りを持つことによって、同じ奉仕の心を持つ仲間を増やす

ことが出来ると思います。

　皆様どうぞよろしくお願いいたします。

遠 田  幹 事

１．地区大会登録のお願い（全員登録）

　　日　時：９月 24 日（土）：会長幹事・地区役員　場所：成田ビューホテル

　　　　　　９月 25 日（日）：会員・家族　　　　　場所：成田国際文化会館　点鐘：９：30

　　地区大会分担金：6,000 円の徴収をいたします。

　　※例会振り替えの全員登録です。出席をお願いいたします。

　　※出欠表を回覧します。（地区へ報告のため）

２．40 周年記念事業委員会より：気仙沼市内８校に「SOS シート」贈呈式参加のお願い

　　日　時：10 月 20 日（木）～ 21 日（金）１泊２日　（例会振り替え）

　　参加費：35,000 円　　締切：９月 15 日（木）

　　 ※詳細は各会員のメールボックスに配布済み

３．９月 15 日（木）の例会プログラムを「40 周年記念事業に向けて」とする

４．国際交流協会より「船橋市・ヘイワード姉妹都市提携 30 周年祝賀会」のお知らせ

　　 日　時：10 月 23 日（日）17：00 ～ 19：30

　　場　所：船橋市役所１Ｆ

　　会　費：3,000 円

５．次週８月 11 日（木）は祝日：山の日のため休会

　　　　８月 18 日（木）はお盆休みのため休会です。

　　次回例会は８月 25 日（木）です。

　　※ 2016 ～ 17 年度クラブ会員電話・FAX 一覧表をお配りしました。ご活用ください。

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



理事会報告（８月定例）

１．40 周年記念事業委員会より：気仙沼市内８校へ「SOS シート」の寄贈を行う。

　　記念事業式典について　※第 1894 回例会振り替え

　　日　時：10 月 20 日（木）～ 21 日（金）１泊２日

　　行　程：気仙沼南 RC 例会（気仙沼プラザホテル）→  記念式典出席  →

　　　　　　気仙沼教育委員会にてシートを各校に配布  →  気仙沼プラザホテル泊

　　　　　　10 月 21 日（金）学校訪問等が無ければ、市内視察  →  帰路へ

　　①　※個人負担経費：交通費：東京から一関新幹線往復　12,300 円×２＝ 24,600 円

　　②　※宿泊代：朝食付き 9.000 円があるので 10,000 円　　合計個人負担額：35,000 円

　　③　※一関から気仙沼へのレンタカー費用と当日懇親会費用は例会食事費と40周年事業費を充当する。

　　　　20 名参加としてレンタカー：50.000 円＋懇親会：7500 円× 20 名＝ 200,000 円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※クラブ補填金 200,000 円

　※承認

２．9 月９日（金）気仙沼南 RC・教育委員会との打ち合わせを行う。

　　出　席：藤代実行委員長・佐々木会長・岡田ガバナー補佐

　　費用補填金として：50,000 円　（レンタカー代・食事代）40 周年実行委員会より支出する。

　　※承認

３．9 月 15 日（木）の例会を「40 周年記念事業に向けて」とする。

　　※承認

４．9 月８日（木）ガバナー公式訪問のプログラム及び役割分担（別紙資料）

　　・SAA．親睦委員は 11：30 集合（タスキ）

５．8 月４日（木）第２回　岡田Ｇ補佐訪問

　　ガバナー訪問に備えてのクラブ協議会（別紙資料）　例会　12：50 ～ 13：25

６．地区大会の登録について

　　日　時：９月 24 日（土）：会長幹事　場所：成田ビューホテル

　　　　　　９月 25 日（日）大会２日：クラブ会員・家族　場所：成田国際文化会館

　　例会振り替えの出席要請　　※地区大会分担金として：6,000 円の徴収を行う

　　※承認

７．８月 25 日（木）の例会を「会員増強拡大月間」に因みクラブフォーラムとしたい

　　※承認

「報告事項」

　１．地区Ｒ財団補助金申請が決定しました。金額：278,150 円

「その他」

　１．クラブバナーの会員への紹介

　　　クラブ会員にバナーの紹介をする。遠方にメークアップするときは持参してください。



各委員会報告

　○米山記念奨学会委員会

　　奨学生の劉　雪韮丹さんに奨学金をお渡ししました

　○雑誌会報委員会

　　「ロータリーの友を読もう」

　　　・ロータリー財団 100 周年を祝う

　　　・数字で見るロータリーの会員状況

　　　・ 年長の新会員

　　　・ロータリーアットワーク

　○ 40 周年記念事業委員会

　　10 月 20 日～ 21 日の気仙沼での復興支援活動への参加依頼

　　　　本日の卓話

　　　　　　　　　　　　　第２回　岡田ガバナー補佐訪問

　　　　　　　　　　　　　　　　　「ガバナー公式訪問に備えクラブ協議会」

　佐々木会長

　　「今年度は創立 40 周年の年度であり、社会奉仕、その他奉仕活動に邁進する」

　水庫会員増強・活性化統括委員会

　　「会員一人一人が、自分がクラブの代表であるという意識を持って頂きたい。ロータリークラブの一員

であるということに、誇りを持って毎週の例会に臨んで頂きたい。」

　藤井管理運営統括委員長

　　「クラブを運営する上で も重要なプログラム・親睦・出席委員会を統括するこの委員会は、クラブの

根幹を成すものといえる。そのために先ず例会に出席すること、決して無断欠席をしないことが肝要であ

る。無断欠席をしたことについてはペナルティー的なものも検討している」

・家内真由美のお祝ありがとうございます。これからも大事にしたいと思います。 草野　宏隆

・誕生祝を戴いて感謝です！ 織戸　豊

・結婚祝いのお祝いを頂いて感謝！ 20 周年で成田のホテルを予約しました。 山﨑　新一

・お誕生祝いを頂いて、女性のみ「ロータリーブローチ」を頂きました。カタログで見ていたより大きいで

す！ 水庫　直子

・誕生日プレゼント、ありがとうございました。７月 11 日生まれでなくすいません。来世は・・・

 鯨井　祐介

・お誕生日祝いを頂いて、59 歳になりました。来年、還暦を迎えます。 大家　浩明

・三浦時子さん、一緒にロータリーを楽しみましょう！ 山口　習明



・ガバナー補佐として２回目です。ホームクラブで実感がありません。青木ガバナーへの報告はバッチリで

きています。安心してください。 岡田　敏男

・本日午後２時から第２分区会長幹事会です。佐々木会長・遠田幹事・事務局の西川さんもご出席ください。

 岡田　敏男

・劉さん、日本へようこそいらっしゃいました。岡田会員、お役目大変ですね。体調に気をつけて頑張って

ください。 山本　宏子

・「りん」19 号原稿をお願いします。選挙・テロ・オリンピック・40 周年記念等・・・話題は大変多いので

よろしくお願いいたします。 藤井　仁毅

・劉さん、日本の夏は暑いですか？ 夏バテしないようにしてください。三浦様、船橋東 RC への入会お待

ちしております。 鈴木　隆男

・創立 40 周年記念事業式典への参加よろしく！　 低 20 名の出席のもとで計画しておりますので。

　10 ／ 20・21 日ぜひとも参加予定してください。 遠田　毅

・三浦さんようこそロータリーに。 佐々木　光博

・今日はハシの日です。 相澤　友夫

・オカダガバナー補佐、ホームグランドには気が楽で居心地がいいでしょう。病気が心配ですがガンバリす

ぎないよう頑張ってください。 遠田　毅

次回予定

　８月 25 日　会員増強フォーラム　卓話　相澤会員

   今 週 の ニ コ ニ コ BOX ８月４日　35,000 円 累計　144,000 円

８月18日（木）　お盆休み休会（定款により）　

　　25日（木）　会員増強フォーラム

　　　　　　　卓話　相澤会員

９月１日（木）　三つのお祝い　会員スピーチ

　　　　　　　理事会

　　８日（木）　ガバナー公式訪問

　　13日（火） 地区大会記念ゴルフ大会

週報今週の担当　　　鈴木（隆）・藤代

８・９月のプログラム


