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佐々木会長

第 1926 回例会

هȷɁʐʃʒ

2017. ６.29

最後の挨拶

司会

新旧会長幹事バッチ交換

水庫会員

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

24 名

80.00％

欠席：大原・中村・平山・長野・守屋・度会
◎退会者：武市

会 長 挨 拶

弘会員

各会員

※次年度より名誉会員になられます。

佐 々木 会 長

皆様、一年間大変お疲れ様でした。今日でやっと終わります。
40 周年記念式典も無事終わりました。ご協力を感謝いたします。
次年度もどうぞよろしくお願いいたします。
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遠田幹事

幹 事 報 告

（2016 ～ 2017 年度最終例会）
１．7 月のロータリーレートは１ドル 111 円となります。
２．次年度財団補助金が決定しました。
承認額は：2727 ドルです（申請額の満額です）
111 円換算で 302,697 円です（７月下旬に振り込まれます）
３．40 周年記念式典に対してお礼状が届いております。
・白鳥パストガバナー・森島パストガバナー・気仙沼南 RC 志和会長より
４．気仙沼南 RC より来年創立 50 周年記念式典へのお誘いと気仙沼の地元冊子が送られています。ご一読く
ださい。
５．2017 学年度ロータリー米山記念奨学委員会カウンセラー・奨学生研修会のお知らせ
日

時：７月 22 日（土）13：30 登録

場

所：船橋グランドホテル

14：00 研修会

16：00 ～懇親会

※鈴木恭浩米山奨学生カウンセラー出席
登録料：6,000 円（当日払い）
６．次年度第２分区第１回会長幹事会のお知らせ
日

時：７月４日（火）時間：14：30 ～

場

所：船橋グランドホテル２Ｆ「桂」

※山﨑会長

瀧幹事出席

７．次年度クラブ研修リーダー・委員長セミナーのお知らせ
日

時：７月 23 日（日） 登録開始：12：30

開講：13：00

場

所：三井ガーデンホテル４Ｆ「天平の間」

登録料：１クラブ 3,000 円
８．40 周年記念事業会計報告をお配りします。

藤代 40 周年実行委員長より

皆様のご協力により、すべての事業も終了し繰越金 318,248 円も出来ました。
記念事業積立金としてあらたに積み立てます。
９．第２分区ガバナー補佐口座会計報告

岡田ガバナー補佐より

第２分区各事業も無事に終了しました。
次期ガバナー補佐

国分

裕二さんに 420,808 円を繰越いたします。

10．次年度行事「回覧」
①

前原小学校合奏部支援演奏会（船橋市芸術支援活動）７月 13 日の例会振り替え
日

時：７月 15 日（土）集合：12：00

場

所：東部公民館４Ｆ

開場：13：30

開演：14：00

講堂

※ 12 時に集合して軽食を取ります。軽食希望者は○印をお願いします。
②

前年度会長幹事慰労夜間例会のお知らせ
日

時：７月 27 日（木） 時間：18：30 ～

場

所：北習志野「魚つぐ」

会

費：会員・夫人 5,000 円

クラブ負担 3,000 円

※出席者は○印をお願いします。
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新人歓迎夜間例会のお知らせ
日

時：８月 31 日（木） 18：30 ～

場

所：シダックス船橋北習志野クラブ

会

費：会員・夫人 3,000 円

クラブ負担：2,000 円

※出席者は○印をお願いします。
11．今年度最終会員数について
2016 年７月１日

会員数：31 名

2017 年６月末

会員数：32 名（入会２名：三浦・三須

退会：武市）

次年度会員数は 32 名となります。
◎本日の配布物
１．財団・米山寄付の積立金一覧（積立金を確認ください）
次年度も特別寄付にご協力ください。
２．7 月の例会予定表
３．次年度各役員・理事・委員長及び委員の一覧表
ご自分の所属委員会を確認ください。
◎各委員会報告
40 周年収支報告

藤代実行委員長

ガバナー補佐収支報告

岡田ガバナー補佐

新旧会長幹事バッチ交換

佐々木会長・山﨑新会長・遠田幹事・瀧新幹事

新役員の宣誓式
社会奉仕委員会

山口委員長より「ダメ・ゼッタイ」の寄附金が 15,000 円集まりました。報告

・協力ありがとうございました。又新年度もよろしくお願いいたします。

佐々木

光博

・情報研修会の残金として。

遠田

毅

・山﨑次期会長よろしくお願いします。

織戸

豊

・40 周年にと特化した一年、各委員長はじめ会員皆様のご協力により無事終えることが出来ました。感謝！
遠田

毅

・一年間西川さんにはガバナー補佐としての事務局、会計報告一年間お世話様でした。何から何まで西川さ
んが居なかったら何もできなかったかも。

岡田

敏男

・佐々木丸・遠田丸の一年間お世話様でした。あっと言う間の一年間でした。ガバナー補佐としてお世話様
でした。「終わったぞ～」

岡田

敏男

瀧

照正

・皆さん、いろいろありがとうございました。

斉藤

英明

・新役員の皆様、来年一年間よろしくお願い申し上げます。

山口

習明

・幹事として頑張ります。
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・佐々木会長、西川事務局、40 周年にガバナー補佐輩出クラブとダブルで忙しい一年大変、タイヘンご苦労
様でした。お疲れ様でした。

幹事

遠田

毅

・岡田ガバナー補佐、藤代 40 周年実行委員長、素晴らしいクラブ史に残るご活躍と実績を遺され、本当にお
疲れ様でした。体力と気力で勝負した事務局でした。ありがとうございました。

事務局

西川

典子

・佐々木会長、遠田幹事様、40 周年と言う節目の年度を大成功に終わらせ、本当にお疲れ様でした。ありが
とうございました。大変忙しい一年間でしたが楽しかったです。

事務局

西川

典子

・山﨑会長エレクト様、一年間事務局にお迎えに来てくださり大変お世話になりました。次年度のご活躍を
お祈り申し上げております。ありがとうございました。

事務局

西川

・佐々木会長、遠田幹事一年間大変ご苦労様でした。お陰様で良い一年でした。

典子

織戸

豊

・佐々木会長、遠田幹事、一年間お世話になりました。佐々木会長に「会長エレクト」に手をあげていただ
いた「御恩」は一生忘れません。
・山﨑次期会長、瀧次期幹事、一年間よろしくお願いいたします。

大家

浩明

大家

浩明

・佐々木会長、遠田幹事、一年間ほんとうに、ほんとうに、ほんとうにありがとうございました。
山口

習明

・会長、幹事。ガバナー補佐も一年間お疲れ様でした。無事周年行事も終了しお陰様で、今日で会計も終了
できて嬉しいです。ありがとうございます。

鈴木

恭浩

・佐々木会長、遠田幹事、40 周年記念事業実行委員長藤代様、皆様本当にありがとうございました。
山本

宏子

・佐々木会長、遠田幹事、役員の皆様一年間ご苦労様でした。「会長あいさつ」短い言葉の中に「信義」を感
じました。

山﨑

新一

・佐々木会長、遠田幹事、一年間本当にお疲れ様でした。40 周年記念事業を見事にやり遂げた藤代実行委員
長のご尽力に深く感謝いたします。

橋岡

佐喜男

・佐々木会長お疲れ様でした。今年は忙しくさせ過ぎました。これからもよろしくお願いいたします。
松本

健

・佐々木会長、本日で締めです。佐々木会長、遠田幹事一年間長い～事お疲れ様でした。

草野

宏隆

・佐々木会長大変お疲れ様でした。

三浦

時子

・佐々木会長お疲れ様でした。今後ともご指導よろしくお願いいたします。

鯨井

祐介

・佐々木会長、遠田幹事、一年間ご苦労様でした。岡田ガバナー補佐、藤代 40 周年実行委員長お疲れ様でし
た。

鈴木

隆男

・佐々木会長、遠田幹事お疲れ様でした。山﨑次年度会長、瀧次年度幹事よろしくお願いいたします。
輪湖

信

・岡田ガバナー補佐、この肩書は今日で終わりです。突然のガバナー補佐の指名によくぞ頑張りました。本
当にご苦労様でした。

相澤

友夫

・佐々木会長、当クラブ始まって以来の２度目の会長を見事に遠田幹事のアトオシのもと乗り切りました。
誠にありがとうございました。

相澤

友夫

・40 周年記念成功したこと皆でお祝いしましょう！それと山﨑さんいつもながらの素晴らしい写真をあり
がとうございます。

相澤

友夫

・水庫地区財団委員へ、財団補助金申請に多大なるご支援をありがとうございました。満額の支給、バンザ
イ～。

山﨑

新一
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・最強ヤミ金（年利 2200％強）対策で早退します。勤務先、取引先、勤務先の道路の反対側の会社等手あた
り次第架電してきます。

大家

浩明

・斉藤守会員のゴルフコンペ７／ 19（水）泉 CC にて行いますので、応援に参加しましょう。私も参加しま
すのでヨロシクお願いします。

今 週 の ニ コ ニ コ BOX

相澤
６月 29 日

50,000 円

（記念事業献金 155,000 円
次週予告

累計

友夫

1,284,000 円

たけのこ券 63,000 円含む）

新年度会長幹事挨拶・会計決算・予算報告・監査報告・三つお祝い

７月のプログラム
７月６日（木） 会長幹事就任挨拶・皆出席者表彰・
会計決算予算報告・監査報告・
三つの祝い・理事会
15日（土） 前原小学校合奏部支援演奏会
７／13例会振替
20日（木） 各委員会活動計画発表
27日（木） 前年度会長幹事慰労夜間例会
週報今週の担当
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