
第 1916 回例会　2017. ４.13

第２分区親睦ゴルフ大会

主催：第２分区ガバナー補佐　岡田　敏男

ホストクラブ：船橋東ロータリークラブ

出　席：33 名（30 名）中　19 名　63.33％

欠　席：橋岡・藤代・伊東・水庫・松本・長野・輪湖・度会・山本・三浦・三須・（武市・柴田・山口）

各会員

◎ゴルフ大会参加者：佐々木・大原・瀧・藤井・草野・山﨑・鈴木（隆）・織戸・大家・鯨井・平山・

斉藤（英）・斉藤（守）・守屋　14 名

No. 1916・1917 合併号　　2017 年 4 月 27 日発行

第２分区親睦ゴルフ大会：総武カントリークラブ

http://xn--pck5a5dsddq9hc8756jt7fk94e.jp/


◎お手伝い：岡田・鈴木（恭）・遠田・相澤・事務局

◎メークアップ：４／ 13 分　水庫～４／ 15 ～地区財団委員会　松本～米山Ｅクラブ

三須～４／ 14　八千代 RC　

◎ 100％：岡田～４／ 16 ～印西 RC50 周年

第２分区親睦ゴルフ大会報告

　岡田ガバナー補佐年度の分区親睦ゴルフは、４月 13 日（木）桜の花見日和のなか、総武カントリークラブ

総武コースにて、第二分区内６クラブ 50 名にて開催されました。

　競技終了後、懇親会は大原ガバナー補佐幹事の司会により、岡田ガバナー補佐の挨拶、国分次年度ガバナー

補佐の乾杯にて賑やかに開催しました。成績発表は織戸実行委員長から入賞者に手渡されました。

　成績は以下の通りです。

総合個人の部

　優　勝：武本浩基会員（船橋西）　グロス 92　ハンデ 21.6　ネット 70.4

　準優賞：田中保生会員（船　橋）　グロス 94　ハンデ 21.6　ネット 72.4

　３　位：山崎新一会員（船橋東）　グロス 98　ハンデ 25.2　ネット 72.8

ベストグロス賞：平山雄一（船橋東）グロス 86　ハンデ 12.0　ネット 74.0

女性の部

　優　勝：日野久美子会員（船橋みなと）グロス 98　ハンデ 21.6　ネット 76.4

シニア部（70 以上）

　優　勝：石井賢昌会員（船橋）グロス 97　ハンデ 24　ネット 73

最高齢特別賞

　藤井仁毅会員（船橋東）グロス 114　ハンデ 31.2　ネット 82.8

団体優勝（各クラブ成績上位４名の合計成績）

　船橋東クラブ　グロス 365　ハンデ  67.2　ネット 297

　鎌ヶ谷クラブ　グロス 395　ハンデ   90.0　ネット 305

　みなとクラブ　グロス 413　ハンデ 108.0　ネット 305

※総武 CC より贈呈されましたキャディバックは、斎藤英明会員が激戦（じゃんけん大会）を制して見事

に受賞されました。



第 1917 回例会　2017. ４.20　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：33 名（32 名）中　22 名　68.75％

　欠席：橋岡・大家・大原・平山・長野・瀧・伊東・守屋・鯨井・山本（武市）各会員

佐々木会長

　皆さんこんにちは、先週は第２分区の親睦ゴルフにご参加の皆様ご苦労様でした。桜のまだ残る中、晴天

に恵まれ楽しい一日でした。岡田ガバナー補佐、補佐幹事の皆様、山﨑さん大変ご苦労様でした。当クラブ

は団体優勝も出来良かったです。

　これからは来週の「ロータリーデー：竹の子掘り」例会があります。担当の委員会の皆様よろしくお願い

します。ゴールデンウイークに入りますので事故のないようお過ごしください。

遠田幹事

１．先週、４月 13 日（木）に開催の第２分区親睦ゴルフ大会にご参加の皆様お疲れ様でした。

　　この行事で今年度、第２分区岡田ガバナー補佐のホストクラブとしてのイベントは終了いたしました。

あとは新旧会長幹事会です。よろしくお願いいたします。

　　ゴルフの成績は後程担当から行います。

２．地区研修・協議会について　（忘れずご出席くださ い）

　　日　　　時：４月 22 日（土）　登録開始：９：00　点鐘：10：00

　　場　　　所：アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張　千葉市美浜区ひび野２－３

　　プログラム：第一部　本会議（全大会議）　  10：00 ～ 12：00

　　　　　　　　第二部　部会別協議会　　　　13：00 ～ 16：00

　　出 席 者：次年度会長：山﨑　幹事：瀧

　　　　　　　　管理部会：親睦：草野　広報統括：鈴木恭浩　研修・研修部会：岡田（中村の代理）

　　　　　　　　奉仕部会：職業奉仕：大原（大家の代理）　社会奉仕：長野　国際奉仕：佐々木

　　　　　　　　青少年：鯨井　財団：山口　米山：相澤　各会員　　　　　11 名

岡田ガバナー補佐の挨拶：パーティにて親睦ゴルフ大会

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



　　◎駐車場について

　　　会場のアパホテルの駐車場は満車になる可能性ありますので、出来るだけ公共交通機関をご利用くだ

　　さい。又、満車の場合は近隣の駐車場をご利用ください。

　　◎登録は各クラブ一括で２Ｆの受付にお越しください。

３．次週、４月 27 日（木）の例会は４月 29 日（祝）の「ロータリーデー」竹の子掘り例会に変更になりま

す。

　　「ロータリーデー：竹の子掘り」例会について

　　日　時：４月 29 日（祝）　　集合  11：00　 担当委員会：10：00

　　場　所：斉藤守会員の竹林　駐車場：安養寺

　　※雨天の場合は安養寺構内で行います。

　　会員：20 名　家族 16 名　ボーイスカウト 12 団：40 名　ベタニヤホーム：50 名

　　社会福祉施設（長野会員）：20 名　約 146 名

４．2017 ～ 18 年度　決議審議会立法案提出のお願い

　　2016 年規定審議会において、３年に一度開催される規定審議会審議事項が「制定案」及び「見解表明

案」に改定される（国際ロータリー細則第７条）と共に新たに、電子的コミュニケーションを（通じて、

毎年「決議案」を審議する「決議審議会」が新設（国際ロータリー細則第８条）されました。

　　かかる規定改定に従い、2017 ～ 18 年度開催「決議審議会」（開催時期未定）で審議する決議案（提出者

はクラブ（地区大会、または地区立法案検討会での審議、あるいは郵便投票による地区内クラブの承認が

必要）及び地区大会）を今年６月末までに RI 事務総長に提出されるよう求められております。

　　つきましては 2017 ～ 18 年度「決議審議会」提出立法案を各ウラブで検討し、別紙記入の上４月末日ま

で提出ください。（青木ガバナー事務所に）

５．次年度クラブ協議会のお知らせ

　　日　時：５月 18 日（木）　13：30 ～ 15：30

　　場　所：クロス・ウエーブ例会場

　　出席者：次年役委員・理事・各委員長

　　出席者：山﨑・瀧・水庫・度会・鈴木恭浩・鈴木隆男・佐々木・大原・藤井・遠田・山口・織戸・中村・

　　　　　　草野・岡田・山本・大家・長野・鯨井・相澤　20 名

６．ハイライトよねやま 205 が届いております。回覧します。

岡田ガバナー補佐　報告

　先週の第２分区親睦ゴルフ大会では、ご参加の会員の皆様、ガバナー補佐幹事、織戸会員、大原会員、鈴

木会員、瀧会員、ゴルフ会幹事の山﨑会員大変お疲れ様でした。又お手伝いいただいた遠田幹事他ありがと

うございました。

　これで大きなイベントは終了いたしました。あとは新旧会長幹事会のみとなりました。

織戸第２分区ゴルフ実行委員長

　本日成績発表が山﨑さんからありますが、クラブ団体優勝、個人では山﨑さんが３位になりました。

　本当にお疲れ様でした。

本日の卓話　相澤会員



・斉藤守さん、たけのこよろしくお願いいたします。 佐々木　光博

・第２分区親睦ゴルフ無事終了することが出来ました。ご協力ありがとうございました。 織戸　豊

・第２分区親睦ゴルフ大会ダントツ優勝オメデトウゴザイマシタ。佐々木会長 多打数お疲れ様でした。岡

田ガバナー補佐一日ご苦労様でした。 遠田　毅

・ 分区ゴルフ大会団体（４チーム）優勝おめでとうございます。山﨑さん、信じられませんが３位入賞！佐々

木会長は見事に 下位の 50 位おめでとうございます。 相澤　友夫

・今年は年初から忙しく、ヤット落ち着き始めました。ご迷惑をおかけしました。 松本　健

・本日は出席させていただきありがとうございます。皆さんにお会いできて幸せです。 柴田　正道

・ 中村和一会員、先日は事務所のパソコンのメールのトラブルを直してくださり大助かりでした。容量が 100

メガだったとのこと、設定された６年前は 100 メガでも大丈夫だったのでしょうか？今、５メガに治して

いただきました。ありがとうございました。 事務局　西川典子

・三須さん、韓国のお土産ありがとうございました。美味しかったです。 水庫　直子

・分区ゴルフシニアの部２位になりました。ありがとうございました。 斉藤　英明

・分区親睦ゴルフ団体優勝を頂きました。賞金の２万円ギフト券はゴルフ会で使わせていただきます。

  ゴルフ会幹事　山﨑　新一

・先日の第２分区ゴルフ大会では 年長参加賞として大好きなお酒を頂きました、当クラブのお心ずかいに

感謝いたします。 藤井　仁毅

・三須さんチョコパイご馳走様でした。ゴルフ団体優勝オメデトウゴザイマス。 三浦　時子

・ 先週、第２分区親睦ゴルフ大会、皆様のご協力のもと無事終了です。一日ゴルフしないで待機してました。

織戸実行委員長、山﨑さん、大原さんありがとうございました。 岡田　敏男

・竹の子掘り例会、行けなくてごめんなさい。 草野　宏隆

・竹藪で待ってます。 斉藤　守

・岡田ガバナー補佐、織戸実行委員長へ、分区ゴルフに多くの賞品の提供をありがとうございました。団体

優勝、取ったぞ～　 山﨑　新一

・佐々木会長年度もあと２ケ月とチョットです。皆様ニコニコボックスへの協力お願いします。

  SAA　鈴木　隆男

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ４月 20 日　17,000 円 累計 1,037,000 円

※記念事業献金・竹の子掘り券含む



４月27日（木）　29日に振り替え・休会

　　29日（土・祝）　「ロータリーデー」

　　　　　　　　　竹の子掘り

５月４日（祝） 祝日休会（みどりの日）

　　11日（木）

　　12日（金） 第2分区新旧会長幹事会　

　　25日（木）

担当　山　  﨑

４・５月のプログラム

次回予定

　第 1918 回　ロータリーデー：竹の子掘り例会

　場所：斉藤守会員の竹林

　雨天の場合：安養寺構内

　集合：11 時　担当委員会：10 時


