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第 1927 回例会　2017. ７. ６　晴　司会　水庫会員

　国歌「君が代」　ロータリーソング　「奉仕の理想」

◎本日の出席状況

　出席：32 名（31 名）中　18 名　58.06％

　欠席：相澤・藤代・伊東・長野・岡田・鈴木（恭）・中村・守屋・松本・斉藤（守）・斉藤（英）・三須・

　　　　三浦・（柴田）各会員

◎ゲスト

　米山奨学生　劉　雪菲丹様

◎三つのお祝い

　・７月会員誕生祝：度会・鈴木（隆）・佐々木・松本・中村各会員

　・ご夫人誕生祝：松本祐加子様・長野寛子様・岡田博子様・大家桂子様・平山美華様

　・結婚祝：なし

◎ 2016 ～ 2017 年度　皆出席表彰

　・ホームクラブ 100％：佐々木会員

　・メークアップ 100％：相澤・草野・橋岡・水庫・岡田・大家・大原・鈴木（隆）・鈴木（恭）・山﨑

 各会員

山﨑会長

　今年度のターゲットをご披露させていただきます。

「情熱」です、本書は入会当初から私を暖かく見守り、

時々ロータリーについてのご教示をいただけます山口

会員（山口師範）にお願いしました。

　山口会員は、本日迄、私がロータリークラブを退会

せずに、続けられました魅力ある会員のお一人です。

　前年度、クラブ 40 周年を迎え、岡田ガバナー補佐の

選出もあり地区活動や支援活動で会長始め、会員の皆様がお忙しい年度を過ごされたので、会長就任前まで

は、今年度は休息の年度として穏やかに１年間を過ごすつもりでありました。

　しかし、次々と起こる災害、貧困で苦しむ世界の子供、まだまだ我々ロータリアンの「奉仕」は、地域で、

世界で必要とされているのです。休んでいる暇はありません。

　「情熱」を選んだのは、いつでも前向きに活動し続けることが、労力は使いますが、魅力あるクラブとして

存続していけると思っております。

　来週７月 15 日（土）には、社会奉仕委員会による「船橋市文化芸術活動支援・楽器寄贈式及び記念講演」

が開催されます。地区財団補助金活用事業です。財団補助金申請にあたり地域社会にどのような支援活動が

できるか？度会財団・米山統括委員長と長野社会奉仕委員長により、地元の前原小学校合奏部に楽器を贈呈

する企画を理事会に上程されました。

　地区の財団補助金申請は年々審査が厳しくなり、市内には小学校の合奏部が複数あり、なぜ前原小学校な

のか？選定理由は？クラブは申請額と同等以上の予算負担をするとともに、会員がどのように「汗をかくの

か？」等々　申請書の作成、地区財団委員会との調整に水庫地区財団委員がご苦労されました。

会 長 挨 拶



長野会員は学校との協議や教育委員会との折衝・会場確保・ポスターの制作や配布、楽器の購入など汗を流

していただきました。

　１つの社会奉仕活動には、多くの時間と手間がかかります。まさに、社会の為・ロータリアンとして、そ

れぞれ信念を持ちながら、取り組んでいただきました。その心の根底には、まさに「情熱」を持たなければ

成し遂げられません。

　今年度、「情熱」を持ってロータリー活動に取り組みますので、役員、理事、会員の皆様宜しくお願いしま

す。

瀧幹事

１．2017 ～ 18 年度上期会費納入のお願い

　　メールボックスに詳細は配布済みですが、上期会費：135,000 円の納入をお願いいたします。

２．奉仕プロジェクト委員会セミナーのお知らせ

　　日　時：2017 年８月５日（土）　登録：13：00　セミナー 13：30 ～ 17：00

　　場　所：三井ガーデンホテル千葉　住所：千葉市中央区中央１－ 11 －１

　　出席者：山﨑会長・瀧幹事・大原奉仕プロジェクト統括委員長・大家職業奉仕委員長・

　　　　　　長野社会奉仕委員長・佐々木国際奉仕委員長

　　登録料：１クラブ 3,000 円　　締切：７月 15 日

３．７月 15 日（土）に開催の「船橋市芸術活動支援」活動楽器寄贈式及び記念演奏会の出欠をお願いしま

す。軽食の準備を致します。

　　場　所：東部公民館４階講堂　　集　合：11：30

４．ガバナー事務所開設のお知らせ

　　ガバナー：寺嶋　哲生　地区幹事長：神野　美明

　　　　　　　住　所：〒 260-0042　千葉市中央区椿森 3 -１-１- 301

　　　　　　　電　話：043-307-2790　　FAX：043 -307-2791

　　　　　　　E-mail：17-18gov @ rid2790.jp　　執務時間　10：00 ～ 16：00（休日：土・日・祝祭日）

５．ガバナーより、８月 10 日（木）開催のガバナー公式訪問のプログラムの進行について指示が来ておりま

す。それに従い、プログラムをお配りいたします。各委員会発表者は必ず出席ください。

６．ガバナーより「希望の風推進委員会」設置の可否について

　　賛否のご意見をお願いします。　　締切は８月 10 日迄

理事会報告（７月定例）

１．事務局員の理事会へのオブザーバー出席について ※承認

２．本クラブ銀行口座について

　　クラブ細則第 11 条第１節による。※京葉銀行北習志野支店とする。 ※承認

３．ニコニコボックス収益より財団・米山奨学会への特別寄付金のパーセンテージ及び送金方法について　

　　各２％とする。送金は月間に行う。 ※承認

４．メークアップの確認について

　　※クラブ定款第 12 条「出席」第１節（ａ）項１～７及び第２節

　　　ことに第１節（５）理事会の承認の奉仕プロジェクトの会合（６）理事会の会合などに出席すること等

 ※承認

幹 事 報 告



５．出席免除会員の確認

　　藤井・遠田・山口・柴田・織戸各会員（毎年申請） ※承認

６．名誉会員の確認：池田佐嘉衞・宮坂和市、大久保忠男・武市弘　元会員

　　但し、クラブ定款第 10 条第６節　名誉会員の項は毎年見直しを行うにより

　　◎名誉会員の選定委員会の設置について

　　※会員選考委員会の遠田委員長に選考についての文言の作成をお願いすることを承認

７．各委員会の支出限度額について ※３万円以上は理事会の承認を得る。

８．今年度クラブ登録料のクラブ負担について

　　※原則クラブ食事費 2500 円の補填を行う。但し、年次大会は 6,000 円を徴収する。（地区に分担金とし

　　　て 7,600 円を支払い済み）　 ※承認

９．各諸団体への会費納入について　※国際交流協会：２万円　社会福祉協議会３万円 ※承認

10．クラブ職業分類表の確認について

　　部類：30　分類：138 ※承認

11．親睦委員会より　三つのお祝いについて

　　・会員誕生祝：クロスボールペン

　　・夫人・主人誕生祝：高級雑貨品

　　・結婚記念祝：ワイン ※承認

12．定款第８条「会合」第１節による休会について

　　・８／ 17：お盆休み休会　　12 ／ 28：年末休会　　１／４：年始休会　の３回 ※承認

13．７月 15 日（土）前原小学校合奏部支援演奏会（船橋市文化芸術活動支援プロジェクト）

　　場　所：東部公民館　集合：11：30 ～ 16 時

　　※７月 13 日（木）の例会振り替え　食事について：軽食準備（おにぎりとお茶）

　　※総額：627,510 円支払いの承認　・横断幕 15,000 円の支払承認

　　・当日のプログラム詳細は添付資料参照

　　○地域に広報として：マイふなにお願いする　○市の広報は長野委員長からお願いしてもらう ※承認

14．７月 20（木）の例会卓話　「改正個人情報保護法」について

　　卓話者　水庫会員　※卓話の日時を変更　８月 24 日（木）の予定

15．７月 27 日（木）前年度会長・幹事慰労夜間例会について

　　場　所：日本料理「魚つぐ」受付：18：00　点鐘：18：30

　　会　費：会員 5,000 円　クラブ負担：3,000 円 ※承認

16．ガバナー公式訪問について

　　日　時：８月 10 日（木）

　　場　所：クロス・ウエーブ

　　・会長幹事との懇談会：11：00 ～ 12：00（次年度会長・幹事出席可）

　　・例会：12：30 ～ 13：30

　　・クラブ協議会：13：40 ～ 15：10（全員参加）　※懇親会はありません。

　　※ガバナー公式訪問プログラムについて　発表者の変更に伴い後日配布します。

　　・８月３日（木）をガバナー公式訪問に備えてクラブ協議会となります。

　　　第１回ガバナー補佐訪問です。 ※承認



17．クラブホームページのリニューアルについて（山﨑会長より）

　　・地区ガバナーのホームページに準じて行いたい。 ※承認

18．新人歓迎夜間例会について

　　日　時：８月 31 日（木）点鐘：18：30

　　場　所：シダックス船橋北習志野クラブ

　　会　費：会員：3,000 円　クラブ：2,000 円

19．交換留学生の受け入れについて：佐々木前年度会長より、40 周年式典の時に東京中央 RC よりの依頼が

ありました。

　※受け入れの態勢が整わないので、会長よりお断りする

「その他」　なし

◎各委員会報告

　米山奨学生　劉さんへの奨学金

　３つのお祝い

　　会員誕生日

　　　度会一也（６日）・鈴木隆男（９日）・佐々木光博（27 日）・松本健（29 日）・中村和一（30 日）

　　夫人誕生日

　　　松本祐加子（12 日）・長野寛子（12 日）・岡田博子（20 日）・大家桂子（20 日）・平山美華（30 日）

　皆出席者表彰

　会計決算報告：大原前年度副会計

　監 査 報 告：山口前年度会計監査

　予 算 報 告：大原前年度副会計

　　　　本日の卓話

　山﨑　新一　会長　就任挨拶

　挨拶の内容について、自戒も込めて３つのお約束と三つのご提案をします。

　１．お仕着せと感じる話や、自分本位の内容にならない事。

　２．聞きかじりや風評を話さない事。（話すときは出所を明確にする）

　３．会長挨拶は３分以内にします、卓話や「ニコニコ」の時間を長くします。

　三つのご提案、例会でニコニコが沢山読まれることを期待しています、会員の皆様が「喜び事、祝い事、

ちょっとしたしくじりなど、出来事や近況の披露、お礼や感情表現」を例会で、発表してください。（仕事の

PR や子ども自慢や孫自慢も歓迎します）

　１．会員の近況（善行や慶事）を例会で披露しますので、「ニコニコ」で会員が応援やお祝いの言葉をお願

いします。



　２．会員に問いかけますので、お考えを是非、「ニコニコ」でご教示ください。

　３．例会に早めに来場をお願いします、会員同士もっと話してください。

　　以上お約束とご提案です、是非「ニコニコ」をお願いします。

　瀧　照正　幹事　就任挨拶

　今年度の幹事を拝命しました。

　私自身は、まだ新人だと思っていましたが、入会したのが震災直後の７月ですから、もう７年目に差し掛

かろうとしています。

　しかし、私は未だ、ロータリークラブのしくみや皆さまが使用している言葉の理解もできておりません。

知る努力をしていないといえばその通りですので、まずはここから始めたいと思います。

　そして、どれだけお役に立てるかどうか判りませんが、出席だけでも努力し、極力皆勤を目指し、少しで

も山崎会長をお力になれましたら幸いです。

　皆さま、ご指導ご協力お願いします。

・山口会員へクラブターゲット「情熱」の書作成ありがとうございました。一年間皆様よろしくお願いいた

します。

・今年度 SAA の大原です。今年度は厳しく、優しく楽しく活動しますので、まずはバッチから皆さんよろ

しくお願いいたします。ニコニコもね！ 大原　俊弘

・新年度、山﨑会長・瀧幹事一年の門出をお祝いします。 草野　宏隆

・新年度になり身の引き締まる想いです。雑誌会報・広報委員長の役目、皆さんのお力を借りて何とか勤め

あげたいと思います。 山本　宏子

・山﨑新会長・瀧幹事　新しき門出を祝します。「情熱」をもって当クラブを引っ張っていくとの熱意。

  相澤　友夫

・山﨑会長・瀧幹事丸の出向を祝して、大波葛小波を乗り越えて一年間の頑張りを祈念いたします。

  遠田　毅

・誕生祝を頂きありがとうございます。 鈴木　隆男

・山﨑会長・瀧幹事の船出を祝して。 織戸　豊

・一年ぶりでゆっくり食事をしました。食事は良く噛んで食べましょう！ 遠田　毅

・山﨑会長・瀧幹事の新年度スタートおめでとうございます。プログラム委員長として全力で協力します。

  水庫　直子

・お祝いを貰って。41 年頑張って！ 佐々木　光博

・佐々木全会長ご苦労様でした。山﨑新会長瀧幹事よろしく。東クラブの発展を“ヨロシク” 藤井　仁毅

・今年度の山﨑会長、瀧幹事、就任本当におめでとうございます。私も可能な事は全力で支えていきます。

  橋岡　佐喜男

・幹事を拝命しました、よろしくお願いいたします。 瀧　照正

・わからないことだらけですが。とにかく頑張ります！ 鯨井　祐介



・妻桂子の誕生祝を頂きありがとうございます。 大家　浩明

・皆出席賞をもらって。 佐々木　光博

・山﨑会長、瀧幹事の前途を祝して。 山口　習明

・夫人誕生をありがとうございます。出席 100％・・ならづ（悲しい・・）山﨑年度はガンバルゾ～。

  平山　雄一

・メークアップ皆出席お祝いを頂いて、山﨑執行部でも頑張ります。 大家　浩明

・西川様、一年間どうぞよろしくお願いいたします。 山﨑　新一

次回予定

　７月 15 日（土）　第 1928 回例会　７月 13 日（木）の例会振替

　　前原小学校合奏部支援演奏会（船橋市文化芸術活動支援）

　　場所：東部公民館４Ｆ講堂

　　集合：11：30　会場：13：00　開始：14：00

　　※軽食の用意があります。

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ７月６日　46,000 円 累計　46,000 円

７月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

８月３日（木）　クラブ協議会　理事会

　　　　　　　三つのお祝い　会員スピーチ

　　　　　　　第１回ガバナー補佐訪問

週報今週の担当　　　鈴　木（隆）

７・８月のプログラム


