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第 1904 回例会　2017. １.21　晴　司会　草野会員

　ロータリーソング　「それでこそロータリー」

◎本日の出席状況

　出席：32 名（30 名）中　24 名　80.00％

　欠席：橋岡・伊東・松本・長野・斉藤（英）・斉藤（守）・（武市・山口）各会員

◎ゲ ス ト：米山奨学生　劉　雪菲丹様

◎会員夫人：相澤はなこ様・平山美華様・鯨井明美様・大原好枝様・柴田ミトリ様・遠田なほみ様

　　　　　　度会亜矢子様・山﨑由起子様

◎ご 家 族：平山　煌成君（４才）

　　　　　　鯨井　晴田君（12 才）・元太君（11 才）・結太君（４才）

　　　　　　大原康志郎君（４才）・雫ちゃん（０才）

◎ 100％以上

　１／ 21 ～船橋中少年野球大会～佐々木・鯨井・鈴木隆男各会員

◎メークアップ

　１／ 21 分　橋岡～１／ 18 ～船橋南 RC

佐々木会長

　皆様、改めましてあけましておめでとうございます。

　今日は米山奨学生の劉さん・会員の奥様達、たくさんのお子さんたちのご参加を頂き、本当にありがとう

ございます。

　久しぶりに小さな子供さんたちの出席に、昔はこんなだったな～と懐かしく思いました。

　今晩はどうぞ楽しんでください。

遠田幹事

１．本日の「船橋中学野球教室」にご参加の皆様、寒い中ご苦労様でした。

　　メークアップになりますので、事務局に申し出てください。

２．第 40 回 RYLA セミナーの参加者について

　　・ロータリアン：鯨井　祐介青少年副委員長

　　・参加青少年：（株）ホエル社員　鈴木　俊行様（27 歳）です。

３．Ｒ財団補助金管理セミナーの参加者について

　　日　時：２月４日（土）受付：12：30　点鐘：13：30

　　場　所：カンデオホテルズ千葉（TKP ガーデン・シティ千葉）

　　参加者：次年度財団・米山統括委員長：度会会員、次年度財団委員長：山口会員・岡田ガバナー補佐

　　　　　　が出席されます。

　　◎ MOU 持参のこと

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



４．会長エレクトセミナーのお知らせ

　　日　時：３月 26 日（日）

　　　　　　受　　付：９：30　　点鐘：10：00

　　　　　　セミナー：10：00 ～ 17：00

　　　　　　懇 親 会：17：00 ～ 18：00

　　場　所：ザ・クレストホテル柏　柏市末広町 14 －１

　　登録料：3,000 円

　　山﨑会長エレクト出席

５．熊本南阿蘇村支援「ふるさと納税」にご協力いただける方は来週が締切です。

　　目標額まであと少しです。よろしく願いたします。事務局まで

◎各委員会報告

　新年家族会　　１月 21 日（土）18：00 ～

 親睦委員会　　中村　和一

　ホテルニューオータニ幕張にて船橋東ロータリークラブの新年家族会が開催されました。40 名の多くの

皆様にご参加頂きました。

　はじめの 30 分は、ご家族も交えての第 1904 回の例会を開催しました。

　普段の例会の姿をご家族の皆様にも見て頂きました。佐々木会長挨拶続き、遠田幹事による幹事報告、柴

田会員の三つお祝いを発表させて頂きました。今回は米山留学生の劉さんにもご参加頂き、奨学金の授与も

行われ、一言スピーチを頂きました。

　18：15 からは草野プログラム委員長からバトンタッチ頂き、親睦委員会の主導で懇親会がスタートしま

した。

　大家パスト会長の乾杯発声を機に懇親会がスタートしお客様紹介、しばしの歓談後、お待ちかね、歯科医

の Dr. カリエスのマジックショーを拝見しました。カリエスとは虫歯の意味だそうです。遠田幹事よりご紹

介を頂き今回初出演でした。どっちが本業だか解らないほど素晴らしいマジックで、チビッ子達は舞台にか

じりつきだったのが印象的でした。

　その後、２年ぶりの登場 SR バンドによるオールディーズの演奏でした。

　ご存じの通り、水庫会員参加の社労士さんバンドです。

　演奏の途中には、水庫会員の結婚報告＆ご主人紹介からの直子さんボーカルの歌もあり、大変会場は盛り

上がりました。

　アンコールの「ダイアナ」では藤井先生と事務局の西川さんがステージ横でダンスを披露してくれました。

　楽しい時間はあっという間で 20：30 に山崎会長エレクトの中締めのご挨拶を頂きました。

　 会員とご家族、会員のご友人、ホテルニューオータニ幕張のスタッフの皆様のお力添えにより、無事に手

に手を繋いで今年の新年家族会もお開きを迎えられました。



　次の親睦委員会の事業は熊本被災地視察です。こちらもご協力お願い致します。

　今回携わって頂いた皆様に感謝です。

新年家族会の感想 守屋　慶隆会員

　１／ 21 にホテルニューオオタニにて新年家族会を開催致しました。マジックショーに SR バンドの演奏

と毎年ながら楽しい時間となりました。なかでも若手のホープ、鯨井会員ファミリーが総勢５名での参加を

していただき、家族会らしい雰囲気を作って頂いたことに感謝します。水庫会員もバンド仲間でもある旦那

様を紹介する場面もありほのぼのとさせて頂きました。ご結婚おめでとうございます！

　大原会員ファミリーも１人家族が増え（雫ちゃん）、平山会員の息子、煌盛くんもだいぶ大きくなり。我々

も未来を良いものとする努力、子ども達には未来を切り開く力を持って欲しいと願うひとときでした。

2016 ～ 2017 年度　新年家族会決算報告

日時：29 年１月 21 日　18 時 00 分～ 21 時

場所：ホテルニューオータニ幕張　　　　

 

以下の中間報告（記念事業会計に繰り入れます） 　 　　　　　　　　　  

※記念事業費積立金　5,000 円× 27 名＝ 135,000 円（引き続き集金）　　

　 ※たけの子掘券販売中　1,000 円× 48 枚＝ 48,000 円（引き続き販売中）　　

収入の部

項　　目 金　　額 摘　　要

会 員 会 費 240,000 10,000 円× 24 名

家 族 会 費 45,000 5,000 円×夫人８名・有料家族１名

親 睦 委 員 会 費 158,012

例 会 食 事 費 200,000 第 1904 回例会

合　　計 643,012

支出の部

項　　目 金　　額 摘　　要

宴 会 費

367,500 10,500 円× 35 名　　飲み込み税込

12,600 日本酒　1400 円×９

20,800 子供 5,200 円×４名

14,000 出演者弁当 2,000 円×７

アトラクション 200,000 SR バンド・マジック出演料

雑 　 費
22,800 お土産 1,900 円× 12 個

5,312 消費税・サービス料

合　　計 643,012



船橋東ロータリークラブカップ　第 10 回船橋中杯少年野球大会

2017 年１月 21 日（土）・22 日（日）

 青少年奉仕委員長　松本　健

　　１月 21 日（土）船橋中学校にて船橋中杯少年野球大会開会式に出席しました。軟式野球の普及に努め、

野球を通じ、小・中学生の親睦を深めて、小学生と中学生の合同練習により、野球の技術と体力の向上を

図ることを目的としています。船橋中学校の野球部員を審判員とし、近隣小学生少年野球４チームによる

大会を船橋東ロータリークラブが後援しています。今回が後援 後になり優勝カップ・横断幕は寄贈しま

した。

　会　場：船橋市立船橋中学校グラウンド

　参加者：佐々木会長・鯨井青少年奉仕副委員長・鈴木（隆）会員　３名参加

 

・いつもにこにこで半年よろしく！ 佐々木　光博

・本日は船橋東 RC 新年家族会にご参加いただきありがとうございました。 中村　和一

・今日は楽しく過ごしています。新年家族会こんなに若い人があつまることがあるのか、まだまだロータリー

　は大丈夫です。私は IM：２月９日のこととゴルフのこともあるけど・・ 岡田　敏男

・本日は楽しい夜をありがとうございました。会長、親睦の方々本当にありがとう。 織戸　豊

・新年家族会楽しく過ごさせていただきました。 山﨑　新一

・新年家族会盛会に終わり、バンザイ！親睦委員長・SAA・プログラムの皆様のご苦労に感謝！ 遠田　毅

・新年おめでとうございます。今日は楽しい新年家族会に皆様お揃いでご出席賜り、私もお仲間に入れてい

ただきありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします。 事務局　西川　典子

・新年家族会、楽しい会をありがとう。余技を持った人生万歳！人生は一度、楽しんで生きること素晴らし

い！ 藤井　仁毅

鯨井青少年副委員長始球式佐々木会長挨拶



・船橋東 RC 新年会楽しく大盛況で今年も良い年になりそうです。 草野　宏隆

・素晴らしい演奏ありがとうございました！大変盛り上がりました。 鯨井　祐介

・本日は楽しかったです！ 柴田　正道

・楽しい新年会ありがとうございました。 三浦　時子

・素晴らしい新年会ありがとうございます！出席委員長として今年は行けそうなきがする・・・ 平山　雄一

・水庫会員 SR バンド 高です。 鈴木　隆男

・SR バンドの「」皆さん、今年の新年会ありがとうございました。水庫 gp 負債、本当におめでとうござ

います。ボクは本当に嬉しいです。 大家　浩明

・マジックショー、近くで見ていてもタネが分かりませんでした。SR バンド、選曲が私のツボでした。楽

しい時間をありがとうございました。 山本　宏子

・Dr カリエスのマジック、何とも不思議な世界、楽しめてもらえたでしょうか？スペースの都合でチョッ

ト物足りなかったかな？　 遠田　毅

・本日は妻ミトリの誕生祝と結婚祝いをありがとう！ 柴田　正道

・子育て 中のママたち（大原さん・平山さん・鯨井さん）あっと言う間に大きくなりますよ。子育てをた

のしんで～ 山﨑　由起子

・ご無沙汰しております。九州は 高のスタートでした。私も少し落ち着きたいのですが、もう少し全国で

暴れてきます。水庫会員かっこよかった！です。Happy Wedding 守屋　慶隆

・水庫夫妻に栄光あれ！素晴らしい音楽ありがとうございました。末永くお幸せに！大原君に負けないで子

作りを期待してます。 相澤　友夫

・雫の抱き代金として。 瀧　照正

・ゴルフの優勝の弁を述べさせていただいて、感謝！ 25 年ではなく「苦節 29 年」人生。ロータリー長く続

けていれば「いつか報われる！」 織戸　豊

＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

第 1905 回例会　2017. １.26　晴　司会　草野会員

ロータリーソング　「手に手つないで」

◎本日の出席状況

　出席：32 名（30 名）中　22 名　73.33％

　欠席：相澤・橋岡・伊東・中村・守屋・松本・斉藤（守）・度会　（武市・柴田）各会員

佐々木会長

　先日の新年家族会ご苦労様でした。水庫さんの SR バンドで旦那さんも紹介いただきましたが、又例会に

ご一緒に出席ください。来週は南阿蘇村に行きますので、怪我なく行ってきましょう。

今 週 の ニ コ ニ コ BOX 1 月 21 日　37,000 円 累計　572,000 円

会 長 挨 拶



瀧　副幹事

１．銚子 RC 創立 60 周年記念式典のお知らせ

　　日　時：３月 18 日（土）

　　　　　　受付：12：00　点鐘：13：00

　　　　　　記念式典：14：45

　　　　　　祝賀会：16：00

　　場　所：犬吠埼ホテル

　　登録料：10,000 円　締切：２月 10 日

２．地区研修・協議会において「奉仕活動優秀ロータリアン（会員増強に尽力したロータリアンを含む）」

の推薦依頼が来ております。

３．次週２月３日（木）の例会は１泊２日の熊本南阿蘇村支援の親睦旅行です。

　　集　　合：７：20

　　集合場所：羽田空港第２ターミナル　時計台２番へ　（ANA641 便）です。

　　◎集合時間に遅刻の無いようお願いします。

４．２月の例会について

　来週２月３日（木）の例会は旅行のため振り替え、

　２月９日（木）の例会は第２分区 IM のため移動例会

　場　所：船橋グランドホテル　時　間：受付：13：30　点鐘：14：00

　※ SAA・親睦・プログラム・会長幹事・事務局は集合：13：00 です。よろしくお願いします。

　※２月の予定表をお配りいたします。お間違いの無いようお願いします。

藤代 40 周年記念事業委員長：熊本旅行について

山口会員卓話：鳩について

１月会員誕生　山口会員と会長

熊本支援について　長野会員

幹 事 報 告



◎各委員会報告

　藤代 40 周年実行委員長　「40 周年事業について」

◎本日の卓話　　長野会員：「南阿蘇村訪問について」

　　　　　　　　山口会員：誕生月の卓話「鳩の話」

・所要のため早退します。申し訳ありません。次週の南阿蘇村の支援活動をよろしくお願いします。皆様お

気をつけて。 大家　浩明

・南阿蘇村は寒いですよ。暖かい服装をお願いします。 長野　春信

・長野さんの熊本にまつわる素晴らしい卓話ありがとうございました。 三浦　時子

・みなさんいろいろありがとうございました。 斉藤　英明

・山口会員の「鳩」の話ありがとうございました。鳩が１羽 5,000 万円！凄いので、「ハット」！しました。

  織戸　豊

・熊本旅行の次週：２月９日（木）は第２分区の IM（インターシティ・ミーティング）です。グランドホ

テルです。ガバナー補佐として頑張ります。アトラクションもあります。ご期待ください。 岡田　敏男

・当船橋東 RC の細則改正について、本日 11 時より検討した結果、全員一致で現在の例会数・毎週木曜日

で変更なしで決まりました。 岡田　敏男

・誕生祝い品を頂きありがとうございます。お陰様で 68 才になりました。あと２年です。 山口　習明

・新年家族会お疲れ様でした。南阿蘇村支援旅行に気をつけて行ってください。 鈴木　隆男

次週予告　２／２～２／３　熊本親睦旅行

　　　　　２／９　第２分区 IM　船橋グランドホテル

今 週 の ニ コ ニ コ BOX １月 26 日　13,000 円 累計　585,000 円

２月２日（木）・３日（金）

　　　　　　　熊本親睦旅行

　　９日（木）　第 2 分区 I M

　　　　　　　於：船橋グランドホテル

　　16日（木）

　　23日（木）

担当　　　山　﨑

２ 月 の プ ロ グ ラ ム


