
第 1890 回例会　2016. ９.15　晴　司会　草野会員

　ロータリーソング　「奉仕の理想」

◎本日の出席状況

　出席：32 名（30 名）中　22 名　73.33％

　欠席：藤代・橋岡・大原・斉藤（守）・斉藤（英）・瀧・山本・輪湖（柴田・武市）各会員

◎ 100％以上 

　９／９～気仙沼南 RC（40 周年打ち合わせ）～佐々木・藤代・岡田

　９／ 13 ～地区大会ゴルフ～平山・大原・斉藤（英）・藤井

◎メークアップ

　９／ 15 ～  大原・斉藤（英）～９／ 13 地区ゴルフ大会

　　〃　　　藤代～９／９～気仙沼南 RC

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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40周年記念事業についてグループ会議
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佐々木会長

　皆さんこんにちは、先週９月８日は３クラブ合同のガバナー公式訪問でご苦労様でした。

　終了迄一人の退席者もなく素晴らしかったです。

　さて、当日、ガバナー訪問終了後、藤代実行委員長と私が先行で、あくる日岡田ガバナー補佐が合流して、

気仙沼南 RC と 40 周年記念事業の打ち合わせに行ってきました。

　今日はその報告をもとにして、各委員会のセクションごとに話し合いを行ってください。

皆様の力を合わせてより良い 40 周年記念事業にしたいと思います。よろしくお願いいたします。

遠田幹事

（40 周年記念事業に向けてのクラブフォーラム）

１．ガバナーノミニーの公表（2018 ～ 19 年度ガバナー）

　　　氏名：橋岡　久太郎君（佐倉中央 RC）　職業分類：能楽

　　　生年月日：1958 年９月 21 日

　　ガバナーノミニー・デジグネート（2019 ～ 20 年度ガバナー）の公表

　　　氏名：諸岡　靖彦君（成田 RC）　職業分類：和菓子製造業

　　　生年月日：1947 年 10 月 14 日

２．地区大会について（９月 29 日の例会を振り替え）

　　日　時：９月 24 日（土）：会長幹事・ガバナー補佐　　　　場所：成田ビューホテル

　　　　　　９月 25 日（日）　登録：８：30　点鐘：９：30　　場所：成田国際文化会館

　　◎　地区大会へのバスが運行されます。

　　行き：成田駅～成田国際文化会館迄

　　　　・京成成田東口　コンフォートホテル成田（大和鮨点前）～８：20 発と８：50 発

　　帰り：成田国際文化会館～成田駅バス

　　　　・成田国際文化会館～ 17：15 発と 17：30 発　の２本

　　※遅刻の無いようご出席ください。

　　　尚、今回は地区大会において各会員の名札を作成しないとのことですので、遠田幹事がクラブ作成の

名札を持参します。中村会員が作成されました。

　　名札は遠田幹事より受け取ってください。

　　名札は回収しますのでなくさないようお願いいたします。

３．第２分区情報研修会について

　　日　時：10 月 15 日（土）　時間：13：30 ～ 16：30

　　場　所：クロス・ウエーブ２Ｆ研修室

　　対象者：入会５年未満の会員・会長・幹事・情報委員会・クラブ研修リーダー

　　登録料：3,000 円（クラブ負担）

　　☆５年未満の会員氏名（12 名）

　　・平山・橋岡・伊東・草野・鯨井・松本・長野・中村・鈴木（隆）・輪湖・山本・三浦

　　・佐々木会長・遠田幹事・藤代情報委員長・藤井副委員長・相澤研修リーダー・岡田Ｇ補佐　総数 18 名

　　※忘れずご出席ください。テーマ等詳細は後日お知らせします。

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



40周年記念事業関係クラブフォーラム資料

気仙沼支援について報告（９月９日）

　 出席者：佐々木会長・藤代実行委員長・岡田ガバナー補佐

気仙沼南RCとの打ち合わせ事項

決定事項

 ☆ 10 月 20 日（木）気仙沼南 RC と船橋東 RC との合同例会（約 40 名程度）

  場　所：気仙沼プラザホテル　12：30 ～ 13：30

  引き続き

  ・SOS シートの贈呈式を行う：目録と SOS シートの現物　終了予定 14：00

  ・参加者：贈呈先８校の先生１名と生徒１名　合計 16 名

  ・来賓：気仙沼市教育長他数名

  合計 60 名程度

 ☆ 気仙沼南 RC と懇親会　場所：ホテル観洋　時間：

 ☆ 宿泊場所：ホテル観洋

 ※懇親会費用：１名 5,000 円程度（気仙沼南 RC で予約済み）

 ☆ 10 月 20 日の費用負担

  ・ビジターフィー：１名 1,500 円× 18 名＝ 27,000 円

  ・学校関係者 16 名× 1,500 円の半額を船橋東 RC ＝ 12,000 円

  ・懇親会費用：5,000 円× 18 名＝ 90,000 円

  ◎以上合計＝ 129,000 円は例会食事費を充当する。

 ☆ 10 月 21 日（金）

 ・気仙沼市市長表敬訪問：気仙沼南 RC と船橋東 RC の代表者それぞれ５名程度（計 10 名）

 ◎表敬訪問に参加しない会員は　観光するか・ゴル  フか

 　※帰りの新幹線の切符の手配のため今日の例会中に決めてください。

◎各委員会報告

　出席委員（平山会員）※東京米山ロータリークラブについて

◎本日の卓話

　40 周年記念事業について



40 周年記念事業に向けてのクラブフォーラム

佐々木会長の司会進行により、各事業委員会別のテーブルで、話し合いが行われた。

・新入会員の三浦さんには記念事業・奉仕部会に所属するになりました。

１．総務部会：

　　◎鈴木恭浩　メンバー：大原・水庫・輪湖・中村・長野・松本・平山・橋岡各会員

　　発表者：鈴木恭浩会員

　　・記念例会：2017 年６月８日（木）　場所：ホテルニューオータニ幕張

　　・登録料：15,000 円　家族は 10,000 円程度にしたい

　　・来賓はガバナー・地区委員・市長

　　・参加要請：第２分区各クラブ会員・クラブ会員・家族・かってホストした米山奨学生

　　・アトラクション：未定（明るいものが良い）

　　・卓話：記念事業報告会・SOS シート贈呈式

　　・記念講演：気仙沼南 RC より

　　・司会進行：長野春信会員

２．記念事業・奉仕部会：

　　◎岡田　メンバー相澤・山﨑・瀧・草野・鈴木（隆男）・山本・守屋・斉藤（守）・伊東・鯨井・佐々木・

　　　藤代・三浦会員

　　発表者：岡田会員（現在参加者 19 名）

　　・記念事業：10 ／ 20：気仙沼南 RC と合同例会 12：30 ～ 13：30

　　　　　　　　引き続き、SOS シートの贈呈式を行う。（目録も）

　　　　　　　　贈呈式：気仙沼市内８校　（参加者：先生・生徒各１名×８校＝ 16 名

　　　　　　　　　　　　来賓：気仙沼市教育長他数名・気仙沼南 RC20 名・船橋東 RC19 名

　　　　　　　　　　　　約 60 名

　　・懇親会：気仙沼南 RC と　場　所：ホテル観洋　時間：

　　・宿泊場所：ホテル観洋

　　・記念事業として「ロータリー希望の風」に 10 万円を寄付を行う

３．記録・記念誌部会：

　　◎山口・遠田・藤井・織戸・大家・度会・柴田・斉藤（英）

　　発表者：山口会員

　　・記念誌：40 周年記念誌を６月の記念例会に発行する。

　　・記録：SOS シートの贈呈式の模様は大家会員により記録する

　　・会員個人の顔写真は、鈴木恭浩会員にお願いし事務局に保管する。

　　・表紙は藤井会員に描いていただき

　　・発行部数：140 部程度？　「りん」の発行も同時に行う予定



・40 周年記念事業をみんなで参加して成功させましょう！織戸さんおめでとうございます。 相澤　友夫

・地区大会ゴルフ（９／ 13）雨のため中止となりましたが、景品が抽選になりトビ賞が当たりました。

  藤井　仁毅

・次週９／ 25（日）は地区大会です。成田国際文化会館９：30：点鐘です。お忘れなく。 遠田　毅

・電話が長引いて遅参してしまいました。申し訳ありません。 大家　浩明

・すいません、早めに帰ります。 松本　健

・織戸会員へ、蔵 828　リニューアルオープンおめでとうございます！益々のご発展を祈念申し上げます。

 山﨑　新一

・祝！蔵 828　織戸会員おめでとうございます。 草野　宏隆

・織戸会員、素敵な蔵 828　出店おめでとうございます。 鈴木　隆男

・９／９　気仙沼南 RC 訪問ご苦労様でした。藤代・佐々木・私の３人で反省会、ゆっくり酒を飲みました。

 岡田　敏男

・会長の話のように充分車の運転に注意しなければと・・・そんな私は今回初のゴールド免許となりました。

 鯨井　祐介

　

次回予定

　9/22 は、秋分の日休会。

9/24 は、第 1891 回例会：地区大会（成田ビューホテル）点鐘： 13：00 

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ９月 15 日　10,000 円 累計　238,000 円

９月22日（祝）　祝日休会（秋分の日）

　　24（土）・25（日）　地区大会

　　29（木）　　地区大会に振り替え

週報今週の担当　　　平　山

９ 月 の プ ロ グ ラ ム


