
第 1912 回例会　2017. ３.16　晴　司会　山﨑会員

　移動例会　場所　焼肉の「やまと」

◎本日の出席状況

出席：33 名（30 名）中　16 名　53.33％

欠席：相澤・藤代・橋岡・伊東・草野・守屋・長野・中村・大原・岡田・織戸・鈴木（恭）・輪湖・山本

（武市・山口・柴田）各会員

◎ゲスト：遠田なほみ様・草野真由美様・小田様

◎メークアップ

３／ 16 分　相澤～３／ 15 船橋南 RC　橋岡～３／ 15 盛岡北 RC

大原～３／７～東京米山 ERC　中村・藤代・鈴木（恭）～理事会

佐々木 会 長

　今日は久しぶりの夜間例会です。設定して頂いた草野会員ありがとうございました。

　遠田先生の奥様、草野夫人、藤井先生の友人の小田様もようこそ、来る 40 周年記念式典を成功させましょ

う！

佐々木会長挨拶 大家会員の乾杯

No. 1912・1913 合併号　　2017 年３月 30 日発行

会 長 挨 拶

http://xn--pck5a5dsddq9hc8756jt7fk94e.jp/


遠 田 幹 事

家族合同夜間移動例会　場所：船橋焼肉　やまと　18：30 ～ 21：00

１．例会臨時変更のお知らせ

　・鎌ヶ谷 RC

　　日　時：３月 30 日（木）の例会は日帰り親睦旅行のため場所変更

　　場　所：浅草観音うら柳通り「瓢庵」　TEL：03-3876-8811

　・船橋 RC

　　３月 28 日（火）の例会は定款第８条第１節Ｃにより　休会

　　４月 18 日（火）の例会は移動例会に変更

　　日　時：４月 15 日（土）日の出桟橋：16：00　東京湾クルーズ

２．2017 年度米山記念奨学生・カウンセラー・指導教員オリエンテーションについて

　　日　時：４月 15 日（土）　受付：13：00　懇親会：16：30 ～ 18：00

　　場　所：船橋グランドホテル

　　※鈴木　恭浩カウンセラーが出席します。

３．次週３月 23 日（木）の例会はクラブ細則検討の例会です。

　　欠席の無いよう、活動計画書を必携してください。

・家内のお誕生のお祝いありがとうございました。又熊本支援旅行のお土産もありがとうございました。

  武市　弘

・楽しい夜間例会ありがとう！楽しい時間は過ぎるのが早い。40 周年記念例会に向けて後半戦ガンバリマ

ショウ！ 遠田　毅

・ご心配ご迷惑をおかけしましたが、退院１ケ月が過ぎアルコールも少し、３合ぐらいはたしなめるよう回

復しました。ありがとう。焼肉に乾杯！ 遠田　毅

・入会して２回目の例会を福岡の博多でメークアップしてきました。 三須　榮光

・しばらくゴルフに行っていないです。次は是非参加したいと思います。 斉藤　守

・週報の写真を募集しています。家族写真やお気に入りの写真等 OK ！掲載されましたらニコニコへ！！

  雑誌会報委員会　山﨑　新一

・ゴルフ部会に本日は女性参加者が３名も。緊張と興奮させていただきました。今後ともよろしくお願いし

ます。 鯨井　祐介

・久しぶりに参加です。山﨑さんのモーニングコール最高です。 松本　健

・今晩は楽しい一夜で疲れも吹っ飛びました。40 周年記念式典の準備のため大忙しです。出来る限り頑張

りますのでよろしくお願いいたします。 事務局　西川　典子

・優勝ありがとうございました。 瀧　照正

・皆さんありがとうございました。 斉藤　英明

・ストレスフリーのゴルフ、最高でした。松本さん、平山さん、鯨井さんありがとうございました。

  三浦　時子

幹 事 報 告



・ゴルフ！ブービーメーカーなのに賞金ありがとう。返します。 草野　真由美

・皆様いろいろありますが、とりあえずよろしく。 佐々木　光博

・草野真由美様ご参加いただきありがとうございました。 水庫　直子

・草野会員の奥様、次回は優勝を期待してます。 鈴木　隆男

 次回予定

　３月 23 日（木）　12：30 分　点鐘

　第４回ガバナー補佐訪問

　第２分区会長幹事会　場所：クロス・ウェーブ　15：00 ～ 16：30

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

　献血活動について

　　日　時：３月 19 日（日）10：00 ～ 16：00

　　場　所：北習志野 juju 広場

　　※食事の準備がありますのでご参加をお願いします。

　　※献血者が減少のため、事業所の方々をお連れください。よろしくお願いいたします

 
第 1913 回例会　2017. ３.23　晴　司会　鯨井会員

　クラブ細則検討例会 

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：33 名（32 名）中　20 名　62.5％

　欠席：鈴木（恭）・長野・藤代・中村・輪湖・山本・大原・守屋・伊東・水庫・斉藤（守）・斉藤（英）　

　　　　（武市）各会員

◎ビジター　東京中央 RC　金子　研一様

　　　　　　柏　　南 RC　斉藤　由紀様

　　　　　　　　〃　　　　山口　修代様

佐々木会長と柏南ロータリークラブ　斉藤様 第 119 回ゴルフ優勝　瀧会員

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ３月 16 日　22,000 円 累計　958,000 円

（記念事業献金・竹の子券含む）



佐々木 会 長

　先日の３月 19 日（日）に創立以来行っている「愛の献血」にご参加の皆様ありがとうございました。26

名という採血者はうちの会員数にほぼ匹敵します。

　街の人たちが老齢化して献血したくてもできない人が増えています。

　これからはやり方を考えて、場所もいろいろありますから検討しなくてはいけませんね。

　献血車を動員することは 45 名以上の採血者がいないと困ると日赤の担当者が言っておりました。

会長挨拶のあとクラブ細則検討例会に移る

　　佐々木会長が議長となり、細則検討委員長の遠田会員より検討委員会での結果の説明があり、補足は岡

田ガバナー補佐が行った。

　※当クラブは従来通りの細則を実施する。ただし、定款に従い条項の変更を行うことを決定した。

遠 田 幹 事

１．浦安チャリティウオークのお知らせ（浦安ロータリークラブより）

　　日　時：４月 16 日（日）スタート：10：30

　　会　場：浦安市運動公園

　　※回覧しますので、参加希望者はお出かけください。

２．クラブ 40 周年記念誌掲載用のお願い（記録・記念誌委員会より）　

　　会員のプロフィール・職業分類・会社名・入会年月日を記載の上、提出をお願いします。

　　※締切：４月６日必着です。（全員掲載です。遅れないようお願いします）

３．愛の献血活動ご参加ありがとうございました。

　　去る３月 19 日（日）10 時～ 16 時　場所：北習志野 juju 広場で開催されました。

　　採血：400ml：29 名

　　　「高齢者が増え、採血者が少なく今後のやり方を検討しなくてはいけない時期に来ています。」と日赤

と参加者の感想です。

　　参加者：山口社会奉仕委員長・佐々木・遠田・山﨑・中村・橋岡・藤代・平山・岡田・斉藤英明・三須・

　　　　　　山﨑夫人・遠田夫人・中村夫人・事務局西川

　　◎参加者はメークアップ扱いです。

４．第 18 回ロータリー囲碁大会のお知らせ

　　日　時：６月３日（土）　15：00 ～

　　会　場：台湾・桃園誌大渓区　

　　参加料：15,000 円

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



◎各委員会報告

　社会奉仕委員会 山口委員長

　　３月 19 日（日）　北習志野 juju 広場にて献血活動をしました。

　　船橋東ロータリークラブの会員・家族・友人など 29 名の献血をしました。

　　北習志野地区も高齢化が進み献血する方がなかなかいない状況です。

　　日赤も献血車を出すと約 40 名ほどの献血協力者が必要との事です。

　　これからも船橋東ロータリークラブとして献血奉仕を継続していくか難しい状況になっています。

　　献血活動奉仕参加の皆様ありがとうございました。

　出席委員会 平山委員長

　　Ｅクラブ（オンライン）でのメークアップの方法についての説明。

　　近隣ロータリークラブの例会日・例会場所が一目でわかる名刺サイズのご案内を作りましたので、

　　メークアップにご活用ください。

◎本日の卓話

　「クラブ細則改正について」

　　　議長：佐々木会長

　　　検討委員会：遠田委員長からクラブ細則改正の条項を説明し満場一致で可決されました。

　第４回ガバナー補佐訪問

　　クラブ訪問挨拶 第２分区ガバナー補佐　岡田敏男

　　船橋東 RC の皆さん、こんにちは、第２分区ガバナー補佐岡田敏男でございます。青木ガバナー年度

2016 - 2017 年の４回目のクラブ訪問です。

　　まずは、２月９日（木）船橋グランドホテルでの IM（インターシテイ・ミーティング）に多数の会員

が参加くださり、感謝です。山崎新一会長エレクトには、クラブを代表しても発表、ご苦労様でした。

　　事務局西川さんのおかげで、IM の報告書もできましたので、皆様に届けております。

　　本日は、ガバナー補佐としてのお願いが、３つあります。

　　１つは、RI 規定審議会の標準定款の改正によるクラブ細則の見直しです。標準定款第７条　例会と出

席に関する規定の例外　クラブ細則で、月２回の例会でも、是認されます。



　　第 10 条　会員身分では、細則で決めれば、正会員と名誉会員以外の会員も認められます。

　　また、例会、会員身分は、変更なしでも、名誉会員規定が、９条第３節から 12 条第３節に移動した変

更、定款 11 条の規定に関すること等がありますので、次年度活動計画書に掲載するクラブ細則は、必ず、

見直し後を掲載してください。本日、例会で、当クラブは、手続終了です。

　　２つ目は、青木貞雄ガバナーから再三のお願いですが、RIJYEC（国際ロータリー日本青少年交換委員

会）を多地区奉仕活動にすることを承認する件です。第 2790 地区の２／３以上の（56 クラブ）賛成が必

要です。第２分区では、当船橋東 RC を始め、船橋 RC、船橋みなと RC、船橋南 RC は、賛成の連絡あ

りました、ありがとうございます。残る２クラブ、船橋西 RC、鎌ヶ谷 RC も承認見込みと聞いております。

RIJYEC（ライジック）が、多地区化理由は、青木ガバナーからの説明では、青少年交換プログラムも、

米山奨学会と同じように、全地区の承認のもと、多地区合同奉仕活動にしてゆきたいといことです。

　　以下青木ガバナーからのメイル参照ください。

　３つ目ですが、４月 13 日（木）第２分区親睦ゴルフ大会（総武カントリークラブ）への参加のお願いです。

織戸補佐幹事に、責任者で準備を進めております。参加者が多数お願いしたい。なお、本日、例会後、分

区ゴルフの打合せします。

　　当船橋東 RC の 40 周年記念式典が、６月８日（木）17 時から、海浜幕張のホテルニューオータニ幕張

で開催します。案内状の発送も事務局より完了です。

　　私こと、岡田敏男も、この４回目のクラブ訪問が最後の補佐訪問です。2016 年７月から、早９月間が

経過して、青木貞雄ガバナー訪問前の事前準備から、ガバナー訪問、当時のガバナーと各クラブ会長幹事

との、クラブ協議会、９月 24 日、25 日の成田でも地区大会、10 月 15 日の分区情報委員会、２月９日の

IM まで、当船橋東ロータリアン佐々木会長以下、事務局西川様の協力により、色々問題ありましたが、

終了できました。

　　４月 13 日の親睦ゴルフ大会と６月８日の船橋東 RC40 周年記念行事となりました。１年間終わりそう

です。個人的なことですが、昨年９月で満 70 歳になり、昨年８月には、前立腺肥大手術を、また 11 月に

は、白内障手術を受けました。何とか元気なりました、会員皆様、各事務局の皆様感謝申し上げます。

 以上

・40 周年記念誌掲載の「会員プロフィール」の提出ご協力お願いいたします。 山口　習明

・第 119 回ゴルフコンペ、瀧会員優勝おめでとうございます。三浦会員初参加ありがとうございました。

  山﨑　新一

・織戸さん先日はお世話になりありがとうございました。お陰様で私も少々飲めるようになりました。

  遠田　毅

・献血活動出席の皆様ご苦労様でした。20 年連続献血してきましたが、マサカ輸血を受けるハメになると

は残念！！ 遠田　毅

・岡田ガバナー補佐さん一年間ご苦労様でした。「人の話を聴かない！」このことは私もそうであるように

　「だからこそロータリーは必要だ」と思います。 相澤　友夫

・瀧さんゴルフ優勝おめでとうございました。さすが、実力通りですね！ 織戸　豊

・出張のため２週間連続でお休みさせていただきました。業界の総会でニュージーランド、その後福島県と

続き年のせいか少し疲れました。 織戸　豊

・献血活動 29 名の皆様ありがとうございました。 佐々木　光博



・「りん」の原稿よろしく。今回は気仙沼南 RC との合同になりますので、よろしくお願いいたします。締

め切りは今月の末日、中止はできませんので費用も多少多くなるかもと思います。 藤井　仁毅

・２月の誕生祝いに来られませんでした、お送りしていただきありがとうございます。 柴田　正道

・柏南 RC の斉藤様・山口様ようこそお越しくださいました。以前私が卓話でおせわになりました。今後当

クラブの卓話でお願いできれば幸せです。 橋岡　佐喜男

・柏南 RC、斉藤様・山口様ようこそ、当船橋東クラブにお越しくださいました。ありがとうございます。

  岡田　敏男

・ガバナー補佐として４回目クラブ訪問です。自分のクラブであり実感がありませんが、１年間お世話にな

りました。楽しかったと言えば“楽しい一年間”と言いたいところですが、後４月 13 日の分区ゴルフ大

会のみです。 岡田　敏男

・東京中央 RC 金子様、柏南 RC 山口様・斉藤様ご訪問ありがとうございました。 鈴木　隆男

次回予定

　３月 30 日（木）　12：30 点鐘

　1914 回　例会

　卓話　会員スピーチ　

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ３月 23 日　18,000 円 累計　976,000 円

（記念事業献金・竹の子券含む）

３月30日（木）　

４月６日（木）　三つのお祝い・会員スピーチ

　　　　　　　理事会

　　13日（木）　第2分区親睦ゴルフ大会

　　20日（木）

　　27日（木）

担当　鈴　木（隆）

３・４月のプログラム

３月 16 日（木）夜間例会決算報告

場所：焼肉やまと船橋本店

時間：18：30 ～ 21：00  　

収入の部

項　目 金　額 備　　　　考

会 　 　 費 57,000　 3,000 円× 19 名（会員 16 名・夫人２・ゲスト１名）

例 会 食 事 費 86,650　 第 1912 回例会

合 　 　 計 143,650　

支出の部

宴 会 費 143,650 円 焼肉　やまと


