
第 1918 回例会

ロータリーデー活動報告　竹の子掘り例会

　日　時：平成 29 年４月 29 日（土・祝）　11：00 ～

　場　所：斉藤　守会員の竹林　船橋市坪井町 493

　参加者：母子支援施設青い鳥ホームの皆様（40 名）・ボーイスカウト船橋第 12 団の皆様（40 名）

障害者地域生活支援事業　そよ風ひろば宝珠／はぐくみの皆様（20 名）

船橋東ロータリークラブ会員、家族（28 名）・市民

　天　気：晴れ

No. 1918・1919 合併号　　2017 年 5 月 18 日発行

http://xn--pck5a5dsddq9hc8756jt7fk94e.jp/


◎本日の出席状況

出席：33 名（30 名）中　17 名　56.67％

欠席：藤代・伊東・草野・平山・水庫・守屋・松本・岡田・織戸・斉藤（英）・瀧・輪湖・三須

（武市・柴田・山口）各会員　

　参加会員家族：遠田夫人・中村夫人・三咲ちゃん　大原夫人・康志郎ちゃん・雫ちゃん

鯨井会員家族・柴田会員の社員家族

・ゲスト：鈴木崇元会員と家族

・ボーイスカウト第 12 団：子供・保護者：40 名

・青い鳥ホーム：職員・子供 50 名

・福祉施設：30 名　一般市民：20 名

佐々木会長

　皆さんこんにちは、今日は素晴らしいお天気に恵まれ楽しい竹の子掘りになりました。

　けがのないように気をつけて、一杯竹の子を掘ってください。

　船橋第 12 団のボーイスカウトの皆様、今日もご協力ありがとうございます。

　どうぞよろしくお願いいたします。

　美味しいバーベキューやトン汁がありますので沢山食べてください。

親睦・家族委員会 委員長　中村　和一　

　船橋東ロータリークラブでは、毎年 GW に親睦活動として「竹の子掘り例会」を開催していますが、今年

もロータリーデーを兼ね、地域の皆さまに楽しんで頂けるように、スケールアップした「竹の子掘り例会」

を企画・開催しました。

　会員や会員家族のみならず、地域の皆様と懇親を深めることにより、ロータリークラブの活動や重要性を

ほんの少しご理解頂けたのでは？と思います。

　当日はお天気も良く、子どもたちは竹の子掘りを楽しみ、鯨井会員にご協力頂いた BBQ グリルで調理し

た、焼肉や焼きそばなど美味しいランチと織戸会員に手配頂いた飲み物で満喫しました。ボーイスカウトの

皆様には、非常食の炊き出しや豚汁の調理にご協力も頂きました。

　SAA・親睦・奉仕プロジェクト委員会が中心になり、会員全員で協力しあった素敵なロータリーデー「竹

の子掘り例会」になりました。各参加団体から来年も楽しみにしているとお声も頂きました。

　この場をお借りして、ご参加頂きました皆様に感謝申し上げます。

　今後も地域の皆様と密着し、さまざまな活動を通じてロータリーの魅力を発信して行きたいと思います。

収入の部

項　目 金　額 摘　　要

社会奉仕委員会費 100,000 ロータリーデー

例 会 食 事 費 116,938 第 1918 回例会

合　　計 216,938

2016 ～ 2017 年度　ロータリーデー（竹の子掘り例会）決算報告

支出の部

項　目 金　額 摘　　要

飲み物代 29,926 ㈱やつや　税込

BBQ 代 150,000 ㈱ホエル　100 名分１式

豚 汁 代 30,000 BS 船橋第 12 団へ

雑　 費 7,012
安養寺さん・斉藤会員にお礼品・
紙コップ

合　計 216,938

会 長 挨 拶



第 1919 回例会　2017. ５.11　晴　司会　草野会員

◎本日の出席状況

　出席：33 名（31 名）中　22 名　71.00％

　欠席：橋岡・平山・守屋・松本・斉藤（英）・市東（守）・輪湖・瀧・三浦

◎ゲスト：米山奨学生　劉　雪菲丹様

◎メークアップ : ４／ 22 ～地区研修・協議会出席者：山﨑会長エレクト・鈴木恭浩・草野・大原・長野・

　　　　　　　　佐々木・鯨井・山口・岡田各会員

◎５月三つのお祝い

　・会員誕生祝い：藤井・山本・橋岡各会員

　・ご夫人誕生祝い：藤井良子様

　・結婚祝い：山口・橋岡・斉藤（英）各会員

佐々木会長

　今月は青少年月間です。各ロータリアンの責務は、年齢 30 歳までの若い人すべてをふくむ青少年の多様な

ニーズを確認しつつ、よりよき未来を確実なものにするために、青少年の生活力を高めることによって、青

少年に将来への準備をさせることです。

　全てのクラブと地区は、青少年の基本的なニーズを支援するプロジェクトに着手するよう奨励されており

ます。基本的ニーズとは、健康、人間の価値、自己開発であるとうたわれております。

　ロータリークラブは、地域社会レベルで、青少年が地域の指導者と関心ごとを話し合い、希望、夢、抱負

を表明し、自分と地元社会の問題の解決を探るための討論の場を提供すべきと言われております。

会 長 挨 拶

米山奨学生　劉　雪菲丹さんへの奨学金贈呈 ５月　会員誕生日



遠田幹事

１．５月のロータリレートは１ドル 110 円です。

２．例会臨時変更

　　船橋みなとRC

　　　・５月 16 日（火）の例会は夜間例会に変更　場　所：稲荷屋　時間：18：30 ～

　　　・６月 27 日（火）の例会は夜間例会に変更　場　所：稲荷屋　時間：18：30 ～

　　船橋西RC

　　　５月 12 日（金）の例会は姉妹クラブ（桃園北 RC）来訪の為変更

　　　日　時：５月 11 日（木）　場　所：東魁楼

　　船橋RC

　　　５月 23 日（火）の例会は親睦旅行の為変更

　　　日　時：５月 20 日（土）～ 21 日（日）　　場　所：伊勢神宮と賢島

３．クラブ 40 周年記念式典のご案内

　　日　時：６月８日（木）　登録受付：16 時～　点鐘：17：00

　　場　所：ホテルニューオータニ幕張

　　登録料：会員 15,000 円（全員登録）　家族：10,000 円

　　※締　切：５月 25 日（木）厳守　　本日ご案内とプログラムをお配りいたします

　　※次週例会中に 40 周年記念式典の予行練習を行います。それぞれ役割分担もありますので欠席の無いよ

うお願いします。

４．次年度クラブ協議会について

　　日　時：５月 18 日（木）の例会終了後、例会場にて開催いたします。

　　各役員理事・委員長は欠席の無いよう、次年度活動計画書の提出をお願いします。

５．第２分区新旧会長幹事会のお知らせ

　　日　時：明日５月 12 日（金）17 時～　　場　所：喜久水

　　参加者：新旧会長幹事・ガバナー補佐幹事（織戸・鈴木・大原）岡田ガバナー補佐

６．フェアウエル・チャリティーパーティのお知らせ

　　日　時：６月 22 日（木）　17：30 ～

　　場　所：ホテル・ザ・マンハッタン　　１名 11,000 円　締切：５月 31 日迄

７．2016 年手続要覧をお配りします。（全員）１冊 1,000 円です。

　　※３年間使いますので大切にしてください。

○　母子生活支援施設　青い鳥ホームの施設長が変わりました。

　　柏原　美津子さんの退職に伴い、新施設長　山本裕子さんに変更になりました。

回覧物

　　・会員増強委員長の仕事

　　・財団ニュース５月号　・バキオ便り

幹 事 報 告



理事会報告（５月定例）

１．40 周年記念式典について（現況報告も含め）

　　総務委員会より

　　　参加者リスト・プログラム・当日の役割分担・式典台本提示

　　　・現在までの招待者・第２分区関係者参加人数：総数 55 名

　　　・会員登録料：15,000 円（全員登録）・ご夫人登録：10,000 円

　　記念誌委員会より

　　　・記念誌について　※まだ見積書が届かないがカラーが多いので予算もたたず

　　会計より

　　　・記念事業経費について　　・一般会計より繰り入れ金

　　プログラム委員会より

　　　・記念式典の予行：５月 18 日（木）の例会で行う

　　　※一般会計より繰入れ金として 50 万円が承認された。

　　　※記念例会当日の食事費として 20 万円の補填を行う。

　　　※記念事業献金（新年会で集めた分：155,000 円とたけのこ券代 63,000 円）218,000 円を

　　　　記念事業費に繰り入れを承認

２．今年度新人研修会開催について

　　日　時：６月 16 日（金）か 23 日（金）のいずれか

　　場　所：船蔵

　　会　費：委員会費３万円を支出し、参加者人数により決める

　　※５月 18 日（木）の例会で参加者を確定する。

３．前原小学校合奏部支援について（次年度行事）

　　日　時：７月 15 日（土）　時間 12：00 ～ 16：00

　　場　所：東部公民館４階講堂

　　※例会振り替え日：７月 13 日（木）

　　※経費：食事等は未定

４．2016 ～ 17 年度　（前年度会長幹事）慰労夜間例会について

　　日　時：７月 27 日（木）　18：30 ～

　　場　所：未定

　　会　費：未定

５．今年度一般会計繰り入れ見込、及び次年度予算案について

　　※次年度予算案は５月 18 日（木）の次年度クラブ協議会で決定する。

◎各委員会報告

　40 周年記念事業報告　　藤代

　次年度クラブ協議会　　山崎



・誕生祝、妻と一緒に頂きました。ありがとうございます。が、80 歳になった途端疲れますわ、後、何年持

　つやら、皆さんよろしく。妻は年上です。 藤井　仁毅

・40 周年記念式典迄後１ケ月を切りました。各自役割分担を確認し成功させるよう頑張りましょう！

  遠田　毅

・お誕生日プレゼントありがとうございました。家族はまだ今月が私の誕生日であることに気がついていな

いようです。・自分で宣言します。 山本　宏子

・45 回目の結婚記念日のお祝いありがとうございました。 山口　習明

・結婚記念日ありがとう。 伊東　幹雄

・先週、先々週と間違えてこの場所に来てしまいました。（笑い） 三須　榮光

・６月４日の「船橋海老川市民祭り実行委員会への協賛金誠にありがとうございました。佐々木会長、ぜひ

当日ご出席のほどよろしくお願いいたします。 大原俊弘・相澤　友夫

・藤井先生、次は 90 歳に向けて絵画にゴルフに楽しんでください。目標は 100 歳です。 織戸　豊

・６月８日、40 周年記念式典に誕生日にプレゼントした、ネクタイ着用をお願いいたします。そろそろタン

　ス等探しといてください。 中村　和一

・藤井先生、80 歳おめでとう。元気ですよ！山本先生、先ほどの銀座のママさんの件、よろしくお願いいた

　します。○○万円でお願いしたい。 岡田　敏男

・花の雲、鐘は上野か浅草か　芭蕉の句　藤井先生次の 88 歳は米寿迄ゴルフのお供いたします。まずは長寿

　への入り口おめでとうございます。 相澤　友夫

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ５月 11 日　38,000 円 累計　1,080,000 円

（記念事業献金・竹の子券分 218,000 円をふくむ）

５月18日（金） 第2分区新旧会長幹事会　

　　25日（木）

６月１日（木） 第2分区新旧会長幹事会

　　８日（木） 船橋東RC 創立40周年記念式典

　　15日（木） 

　　22日（木） 

担当　度　会

５・６月のプログラム


