
第 1891 回例会

　2790 地区大会

　　日　時：2016 年９月 24 日（土）・25 日（日）

　　場　所：大会第１日目　成田ビューホテル　　大会第２日目　成田国際文化会館

◎本日の出席状況

　出席：32 名（28 名）中　９名　32.14％

　欠席：斉藤（守）・斉藤（英）・平山・鯨井・草野・松本・守屋・中村・藤代・長野・瀧・山﨑・輪湖・

　　　　度会・山本・三浦・伊東・大原・織戸（山口・柴田・武市）各会員

◎地区大会表彰

　・クラブ表彰：2015 ～ 16 年度　RI 会員増強賞

　　　　　　　　ロータリー財団年次寄付優秀クラブ

　・個人表彰：相澤　友夫会員　30 年以上 100％出席ロータリアン

　　　　　　　武市　　弘会員　長寿ロータリアン

　　　　　　　相澤　友夫会員　ロータリー財団メジャードナー

地区大会個人表彰者：相澤会員

No. 1891・1892 合併号　　2016 年 10 月 13 日発行

http://xn--pck5a5dsddq9hc8756jt7fk94e.jp/


 第 1892 回例会　2016.10. ６　晴　司会　水庫会員

　ロータリーソング　「奉仕の理想」

◎本日の出席状況

　出席：32 名（29 名）中　22 名　75.90％

　欠席：藤代・橋岡・長野・山本・守屋・斉藤（英）・鯨井　（武市・山口・柴田）各会員

◎ビジター：東京中央 RC　金子　研一様

◎ゲスト：米山奨学生　劉　雪菲丹様

◎メークアップ

　10 ／６　橋～ 10 ／４～福岡県行橋 RC

◎ 10 月三つのお祝い

　会員誕生祝い：大原・山﨑各会員

　夫人誕生祝い：斉藤まり子様・大原好枝様・山﨑由起子様

　結 婚 祝 い：相澤・武市・度会・平山・草野・藤代各会員

クラブゴルフコンペ　優勝者：遠田会員

10 月の会員誕生

佐々木会長と米山奨学生　劉さん

織戸会員のお店「蔵」

クラブより開店祝いの花



佐々木会長

　皆さんこんにちは、東京中央ロータリークラブの金子さん、ようこそ、お久ぶりです。

　さて、先日の地区大会ご参加の皆様ご苦労様でした。

　10 月は米山月間です。

　ロータリー米山奨学会事業とは、平和を愛し、青少年に手を差し伸べた“日本のロータリーの父“と言わ

れる米山梅吉氏の遺徳を記念する事業として、1952 年東京ロータリークラブは、海外からの留学生を支援

する国際奨学金事業を始めました。

　やがて日本全国のロータリークラブの共同事業として発展し、1967 年に文部省（現・文部科学省）主官

庁とする（財）ロータリー米山記念奨学会が設立されました。50 有余年の歴史を持ち、世界に類を見ない

日本独自の多地区合同奉仕活動となっております。

　全国のロータリアンからの寄付金を財源として、日本で学ぶ私費外国留学生に奨学金を支給し支援しま

す。今日お見えの中国からの奨学生　劉　雪菲丹さんもこの支援を受けております。

　10 月の米山月間に因み、皆様のご寄附を是非、お願いいたします。

遠田幹事

１．10 月のロータリーレートは１ドル 102 円です。

２．地区フェローシップ委員会より　「二輪同好会」ツーリングのお知らせ

　　日　　時：11 月 28 日（日）　集合：８：00　　解散：15：30

　　集合場所：常磐自動車道「友部 SA」　時間：８：00　出発：９：00

　　参加対象：二輪に趣味をお持ちの会員　オートバイは車種・サイドカー・三輪車等特定しません。

　　　　　　　250CC 以上です。

　　登 録 料：当日の参加者により現地負担

　　申込方法：事前登録は不要、当日参加者でツーリングを行います。

３．財団 NEWS　10 月号を回覧します。

４．山口　習明会員が９月に「ロータリー希望の風奨学金」に 10 万円のご寄附をされました。今回で２回

目です。皆様もご協力ください。

５．10 月 20 日（木）・21 日（金）の気仙沼支援旅行の行程表をお配りします。

　　来週 10 月 13 日（木）に新幹線のチケットが届きますので、欠席の無いようお願いします。又、参加費

35,000 円の集金を行いますのでご協力をお願いします。

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



理事会報告（10 月定例）

１．クラブ年次総会について（クラブ細則第５条第１節）

　　・日　時：12 月８日（木）

　　※承認

２．2017 ～ 18 年度　指名委員会及び委員について（クラブ細則第３条第５節）

　　・指名委員：佐々木会長・山﨑会長エレクト・大家直前会長・遠田幹事

　　※承認

３．第 1900 回例会について

　　・日　時：12 月８日（木）は総会のため１週遅らせ 12 月 15 日（木）に開催予定

　　　※卓話者を藤井会員に依頼

４．ロータリー財団・米山奨学会特別寄付について（別紙資料）

　　※別紙資料に追加　財団寄付：山﨑会員　米山寄付：鈴木恭浩会員

　　・ニコニコボックス収益金の２％を各委員会に振り分け、希望する会員に補填する

　　 ※クラブポイントの委譲について：　現在クラブポイント 531,60 ポイント

　　入会順番で平山会員に 500 ポイント

５．親睦委員会より「新年家族会」について（別紙資料）

　　・日　時：2017 年１月 21 日（土）　時間：18：00 ～ 20：00 予定

　　　場　所：ホテルニューオータニ幕張

　　　登録料：会員：10,000 円　　家族：5,000 円

　　　記念事業献金：5,000 円

　　　竹の子券販売：1,000 円

　　　アトラクション：SR バンド・手品

　　※予算案については再度検討。

６．親睦旅行について（別紙資料）

　　日　時：2017 年２月２日（木）～３日（金）

　　場　所：熊本県

　　登録料：45,000 円程度

　　※詳細は再度検討

７．「能教室」の後援について（別紙資料）

 　　※学校側との日程など詳細は検討する。

８．第２分区「ロータリー情報研修会」について

　　・当日の手伝い：ガバナー補佐幹事１名（プログラム進行：鈴木恭浩補佐幹事）

　　　日　時：10 月 15 日（土）13：30 ～ 16：30

　　　場　所：船橋クロス・ウエーブ

　　　登録者：船橋：11 名・鎌ヶ谷：10 名　船橋東：９名　船橋南：４名　みなと：２名　船橋西：５名

　　　　　　　合計：41 名



９．気仙沼市 SOS シート贈呈式について

　　日　時：10 月 20 日（木）・21 日（金）

　　出席者：19 名

　　旅行行程表：参加者に配布

　　参加費：35,000 円（新幹線往復代・宿泊費）

　　※例会参加ビジター費・懇親会費・その他（クラブ負担・40 周年会計負担）

10．ガバナー補佐の後半の予定案について

「報告事項」

１．2016 ～ 17 年度一般会計四半期報告について

「その他」

　１．第 10 回御采浦・三番瀬ふなばしみなと祭り　10 月８日（土）

　　　※後援を承認

・遠田会員へ第 116 回ゴルフコンペ優勝おめでとうございます。 山﨑　新一

・大原会員へお子様の誕生おめでとうございます。 山﨑　新一

・結婚祝いを頂いてありがとうございます。あれからはや 46 年、花ちゃんと結婚したころは無職、借金だ

らけ、病気もち、おまけに毎日朝帰り（マージャン）良く逃げ出さずに３人の子供を育ててくれました。

あらためて振り返るとただただ感謝です。 相澤　友夫

・妻、まり子の誕生祝を戴きありがとうございました。昨日４日が妻の誕生日でしたが忘れていました。帰っ

たら昨日の分までお祝い言います。 斉藤　守

・バッチをつけてくるのを忘れていました。 藤井　仁毅

・相澤さん、30 年 100％出席驚きました。爪の垢をください。 瀧　照正

・金子様、還暦おめでとうございます。お菓子ありがとうございます。 鈴木　隆男

・結婚祝いをありがとうございます！ 平山　雄一

・鈴木恭浩・鈴木隆男さん地区大会では大変お世話になりました。 遠田　毅

・結婚祝いを頂き、スゲー長くてビックリです。来年長男がハワイで結婚します。メンドクサイナー。

  度会　一也

・私と妻の誕生祝プレゼントを頂きありがとうございました。 大原　俊弘

・地区大会９／ 20　９／ 21、成田ビューホテル・成田国際文化会館までご苦労様でした。補佐の仕事も無

事達成できましたことを報告します。 岡田　敏男

・本日父親が退院となったため、理事会を欠席しまして申し訳ありません。午後は税理士会により早退しま

す、重ねて申し訳ありません。 鈴木　恭浩

・10 月 23 日、ブリジストンオープン最終日、結婚記念日と同日なので二人で袖ヶ浦カンツリークラブに行っ

てきます。 草野　宏隆



・誕生日プレゼントありが  とうございます。 輪湖　信

・夫婦で誕生祝いを頂いてありがとうございます。仲良く過ごしております。 山﨑　新一

・大原さん，５人目の子供出産おめでとう。日本人口減少を食い止めるか？補佐幹事もよろしくお願いした

い。 岡田　敏男

・山﨑さん、草野さん楽しい一日ありがとう。お陰様で優勝できました。68（スコアでなく年齢）の大変良

い記念になりました。 遠田　毅

・金子さん還暦のお祝いありがとうございます。金子さんが 60 歳になるとは！・・・東京中央 RC の話を

してください。 相澤　友夫

・地区大会の後援に参加しました。「寺島実郎の時代認識と提言」90 分間講義はとても深く本当に内容も深

く勉強になりました。 相澤　友夫

・米山奨学生の劉さん歌舞伎楽しかったね！玉三郎は世界に誇る女形です。日本の勉強引き続き頑張ってく

ださい。 相澤　友夫

・所要のため早退します。 大家　浩明

・皆様、体に気をつけて。 佐々木　光博

今 週 の ニ コ ニ コ BOX 10 月６日　63,000 円 累計　301,000 円

10月13日（木）　

　　15日（土）　第2分区情報研修会

　　　　　　　（入会5年未満）

　　20日（木）　40周年記念事業　

　　　　　　　気仙沼支援旅行

週報今週の担当　　　伊　藤

10 月 の プ ロ グ ラ ム


