
第 1896 回例会　2016.11.10　曇り　司会　鯨井会員

　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：32 名（30 名）中 24 名　80.00％　

　欠席：斉藤（守）・橋岡・守屋・平山・大家・輪湖各会員

◎ゲスト：米山奨学生　劉　雪菲丹様

　　　　　青野　哲三様

財団・米山表彰の会員方

会員誕生：藤代会員 米山奨学生劉さんと佐々木会長
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◎メークアップ

　11 ／ 10 ～大家～ 11 ／ 10 理事会

◎ 11 月三つのお祝い

　・会員誕生祝い：平山会員・藤代会員

　・夫人誕生・ご主人誕生祝：織戸寿子様・山本晋司様・藤代裕美様

　・結婚祝い：藤井会員：山本会員・瀧会員

佐々木会長

　皆様、こんにちは

　先日の気仙沼への SOS シート贈呈式にご参加の会員さん、ご苦労さまでした。

　お陰様で、40 周年記念事業の一つが終了いたしました。

　さて、11 月はロータリー財団月間です。ロータリー財団の使命はロータリアンが人々の健康状態を改善

し、教育への支援を高め貧困を救済することを通じて、世界理解、親善、平和を達成できるようにすること

です。

　非営利組織であるロータリー財団はロータリアンをはじめより良い世界を築こうというビジョンを共有す

る財団支援者の方々からの自発的な寄付のみによって支えられています。

　皆様のご協力をお願いいたします。

遠田幹事

１．例会臨時変更のお知らせ

　　船橋 RC：

　　　・11 月 29 日（火）の例会は定款第８条第１節により休会

　　　・12 月６日（火）の例会は移動例会になります。

　　　　日　時：12 月６日（火）点鐘　18：00　場　所：たいこばし

　　船橋みなと RC：

　　　・11 月 29 日（火）の例会は定款第８条第１節により休会

　　　・12 月 27 日（火）の例会は 12 月９日（金）の「愛のコンサート」に振り替え

　　　　場　所：若松中学校体育館　時　間：13：40 ～ 15：３

２．ロータリー財団委員会より　表彰（10 月 17 日の寄付により）

　　・草野　宏隆会員・鈴木　隆男会員：1000 ドルの寄付　    ポールファリスフェローに

　　・相澤　友夫会員：1000 ドル寄付により　マルチ 10 回　メジャードナーに

　　・佐々木光博会員：1000 ドル寄付により　マルチ２回目

　　・山﨑　新一会員：1000 ドル寄付により　マルチ４回目

　　・大家　浩明会員：1000 ドル寄付により　ベネファクターに

　　　それぞれ認証状及びバッチが届いております。

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



３．財団ポイントによる　表彰について

　　・草野宏隆会員のポイントにより、草野　真由美様がポーツハリスフェローに

　　・鈴木隆男会員のポイントにより、鈴木　節子様がポールハリスフェローに

　　・相澤友夫会員のポイントにより、相澤はなこ様がマルチプル５回目を

　　・佐々木光博会員のポイントにより、佐々木　敦子さまがマルチプル１回目に

　　 ・山﨑新一会員のポイントにより、山﨑　由起子様がマルチプル３回目を

　　それぞれ取得されました。認証状及びバッチが届いております。

◎理事会報告（11 月定例）

１．親睦委員会より「新年家族会」について（予算案・申し込書添付）

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

　　締切：2017 年１月 10 日（火）

　　※提案通り承認

２．親睦旅行について（予算案・申し込書添付）

　　日　時：2017 年２月２日（木）～３日（金）１泊２日（移動例会）

　　　　　　理事会は２月 16 日（木）に変更　２／９は第２分区 IM のため

　　場　所：熊本県阿蘇郡南阿蘇村近辺

　　集　合：７：20　羽田空港第２ターミナル　（ANA641 便）

　　宿泊先：黒川温泉　湯峡の響き　優彩

　　対象者：会員・家族・他クラブ会員（オブザーバー参加）

　　登録料：会員・家族：50,000 円　オブザーバー：54,000 円

　　義捐金：熊本地震義捐金予定　10 万円程度

　　締　切：12 月 15 日（木）

　　※義捐金は 40 周年事業と社会奉仕委員会より行う。

　　※他クラブの参加者にはガバナー補佐が補佐訪問時にアピールを行う。

３．第２分区 IM　（インターシティ―ミーテイング）について

　　日　時：2017 年２月９日（木）　時間：受付 13：30　　点鐘：14：00

　　場　所：船橋グランドホテル

　　懇親会：あり　　　　　アトラクション：未定

　　登録料：１名 6,000 円　補佐幹事担当者：大原会員

４．第２分区親睦ゴルフ大会について

　　日　時：2017 年４月 13 日（木）

　　場　所：総武カントリークラブ

　　※補佐幹事担当：織戸会員

５．第 1900 回例会：12 月 15 日（木）の詳細について

　　※卓話：三木証券（株）の高橋氏　　※食事時間を 12 時からと し卓話時間を１時間とする。



「報告事項」

１．地区財団補助金：プロジェクト報告書について

　　鈴木恭浩財団委員長より報告、領収書が気仙沼の業者から着次第地区に報告書を送る。

２．気仙沼 SOS シート贈呈式会計報告及び 40 周年会計報告

◎各委員会報告

　ロータリー財団寄付

　  　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

　　　相澤会員　   10 回目（年次寄付）

　　　佐々木会員　２回目

　　新ポール・ハリス・フェロー

　　　鈴木（隆）

　　　草野

　　ベネファクター

　　　大家会員

　　米山功労者

　　　相澤会員   46 回目

　　　大原会員　９回目

　　　織戸会員　５回目

　　　岡田会員　３回目

◎本日の卓話　　米山奨学生　劉さんの故郷と研究

・㈱やつや様、相澤友夫会員、船橋市善行表彰おめでとうございます。劉　雪菲丹さん卓話ありがとうござ

いました。 鈴木　隆男

 ・ 鈴木　恭浩様、財団の報告書ありがとうございました。地区は「グー」とも言えない完璧な資料で胸がスー

といたします。岡田先生頑張ってください。 事務局　西川　典子

・水庫さん、地区財団委員会で嫌な思いをされ、ご苦労されているのに、腹の立つことです。

　今日はありがとうございました。 事務局　西川　典子

・久しぶりに「席」の指定、これからも時々やってください。 相澤　友夫

・当月ガバナー月信を見てビックリ！当クラブから 10 名の会員の写真が掲載されております。このことは

大変なことです。おめでとうございます。賞を頂いて感謝！ 相澤　友夫

・船橋市長から船橋東ロータリークラブに功労表彰を頂きました。感謝！ 相澤　友夫

・ポールハリスフェローを取得された皆様おめでとうございます。さらにマルチプルフェローをよろしくお

願いいたします。 遠田　毅

・アメリカがトランプ占いを始めようとしています。世界が日本が今後どうなるのか心配です。 織戸　豊

・瀧さん、遺骨取集の写真をありがとうございました。是非「りん」をお読みください。 相澤　友夫

・記念日の皆様、おめでとうございます。 三浦　時子



・結婚祝いを頂いて、祝っていただけるのはここだけです。 藤井　仁毅

・結婚祝いをお送りくださりありがとうございます。 武市　弘

・欠席ばかりで失礼しておりますのに「長寿ロータリアン」の表彰状を頂いてありがとうございました。

  武市　弘

・妻へのお祝いありがとうございます。先日の気仙沼支援事業、皆様に感謝申し上げます。 藤代　清七郎

・夫晋司のお誕生お祝い、結婚のお祝いありがとうございます。劉さんの故郷、雲南省は本当にきれいなと

ころですね。感動しました。 山本　宏子

・妻の誕生祝を戴いて感謝！ 織戸　豊

・一度目の結婚記念日も 11 月でした。２度目も 11 月でした。３度目は？ 瀧　照正

・青野さん、どうぞ船橋東 RC へ入会を期待しています。第２分区ガバナー補佐です。是非当クラブへ入会

ください。 岡田　敏男

・青野様ようこそロータリーへ、入会をお待ちしております。 山﨑　新一

・青野さんお久しぶりです。ようこそおいでくださいました。是非ロータリーに入会されることを祈念いた

します。 相澤　友夫

・青野さんようこそ！　色々もらいました。 佐々木　光博

・米山奨学生劉さん、故郷雲南省の素晴らしい世界の卓話ありがとう。研究分野の放線菌の紹介もありがと

うございました。頑張ってください。 遠田　毅

・劉さん、日中の友好の懸け橋になってください。日本って良いところでしょう。 織戸　豊

・劉さん中国雲南省の話大変楽しく聞かせてくださりありがとう。これで日中間は大丈夫ですね。

  岡田　敏男

・劉さん、故郷のお話とても美しい写真はとても素晴らしいです。これからも研究に頑張ってください。

  草野　宏隆

次回予定　11 月 17 日　会員卓話

今 週 の ニ コ ニ コ BOX 11 月 10 日　64,000 円 累計　400,000 円

11月17日（木）

　　24日（木）　第3回ガバナー補佐訪問

　　　　　　　第2分区会長幹事会

12月１日（木）　三つのお祝い・会員スピーチ

　　　　　　　理事会

　　８日（木）　クラブ年次総会

　　　　　　　1900回記念例会

週報今週の担当　　　草　野

11・12 月のプログラム


