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会員誕生

晴

司会

鯨井会員

水庫会員の卓話

水庫会員

ロータリーソング 「それでこそロータリー」「４つのテスト」
◎本日の出席状況
出席：31 名（29 名）中

21 名

72.41％

欠席：大原・松本・守屋・三須・三浦・斉藤（英）・斉藤（守）・輪湖 （遠田・柴田）各会員
◎ゲスト：ひがふなフェスタ事務局

大澤

誠様・羽田野

恵司様
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山﨑会長

会 長 挨 拶

８月 10 日寺島ガバナー公式訪問ではクラブ協議会で発表を、されました各委員会統括、委員長の皆様ご苦
労様でした。お蔭様で当クラブの活動状況や地区への要望をガバナーに伝える事ができました。
本日は、東船橋駅近隣で「ふなきたフェスタ」を運営されております、事務局長大澤様、会計監査の羽田
野様ようこそ、船橋東ロータリークラブの例会にご出席をいただきました。後ほど、活動内容をご披露くだ
さい。
さて、先週はお盆休みで休会でしたが、会員の皆様はお墓のお参りをされましたか？私は両親が亡くなっ
ていますので、地元の墓地に墓参に行きます、墓参りのお花は菊の花が定番ですが、叔母の墓にバラのアレ
ンジメントが備えられていました、10 才程若い従妹が供えたとおもわれますが、珍しい光景でした。
会員の皆様がどのようなお盆を過ごされましたでしょうか？

幹 事 報 告

瀧幹事

１．例会臨時変更
船橋 RC
・９月 12 日（火）の例会は社会奉仕プロジェクト実施のため変更します。
日

時：９月 12 日（火）10：45 ～

場

所：習志野台中学校体育館

※道徳の時間を使った出前事業
・９月 19 日（火）の例会は第２分区情報研究会へ変更します。
日

時：９月 19 日（火） 点鐘：14：00

場

所：東魁楼

・10 月 31 日（火）の例会は定款第８条第１節（ｃ）項により休会になります。
船橋みなと RC
・９月５日（火）の例会は会場の都合により場所を稲荷屋に変更します
・９月 12 日（火）の例会は、13 日（水）の創立 25 周年記念ゴルフ大会に振り替えます。
・９月 19 日（火）の例会は第２分区情報研究会に変更します
２．第２分区情報研究会のお知らせ
日

時：９月 19 日（火）

登

録：13：30

場

所：東魁楼本館

点鐘：14：00

９／ 21（木）の例会振り替え
終了：16：50

懇親会：17：00 ～ 18：30

登録料：5,000 円（全員登録） 登録料 2,000 円を徴収いたします。
３．地区大会記念ゴルフ大会について（再報告）
日

時：10 月 23 日（月）

場

所：藤ヶ谷カントリークラブ

登録料：10,000 円

各クラブ選手３名の登録をいたします。

※９月１日（金）に WEB 登録になりますので、希望所は至急事務局にお願いします。
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４．次週８月 31 日（木）の例会は新人歓迎夜間例会になります。
日

時：８月 31 日（木） 受付：18：00

点鐘：18：30

場

所：シダックス船橋北習志野クラブです

お間違えの無いようお願いします。

５．米山梅吉記念館「秋季例祭」のお知らせ
日

時：９月 16 日（土） 14：00 ～

場

所：米山梅吉記念館

ホール

登録料は無料

受付：13：00

式典：14：00

講演：14：30

・賛助会員の募集をしております。年間：１名 3,000 円（一口）希望者は事務局まで
※クラブ会員 100 円募金

についてはクラブより支出いたします。

６．ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ（2017 ～ 18 年度エレクト）
ガバナーエレクト：橋岡
所在地：〒 260 － 0042

久太郎
千葉市椿森３－１－３－ 302

電話 043 － 284 － 2790

FAX 043 － 256 － 0008

執務時間：10：00 ～ 16：00 （土・日・祭日は休み）
◎各委員会報告
親睦委員会
10 月の親族旅行の締め切りは今月中です。申し込みまだの方はファックスかメールで事務局にご連絡く
ださい。
３つのお祝い
誕生日のお祝い

鯨井会員

・ バースデープレゼントありがとうございます。元スマップ中居君と同じ誕生日となります。

鯨井

祐介

・ 寺嶋ガバナー公式訪問、クラブ協議会発表の皆様ご苦労様でした。国分ガバナー補佐からも好評でした！！
・ ひがふなフェスタの成功を！！

本日はクラブへようこそいらっしゃいました。

・ 水庫先生、本日は改正個人情報保護法の卓話ありがとうございました。

山﨑

新一

山﨑

新一

山﨑

新一

・ 大澤さん羽田野さん、船橋東 RC にようこそ！ひがふなフェスタ益々の盛況をお祈りいたします。

・ 大澤さん羽田野さん本日はご参加ありがとうございました。

草野

宏隆

瀧

照正

・ 大澤さん・羽田野さんようこそいらっしゃいました。ひがふなフェスタ楽しみにしております。私は津田
沼の前原商店会です。

長野

春信

・ 大澤様、羽田野様、新しい地域の形をお聴きでき勉強になりました。会合の時 50 名も集まるなんて凄いで
すね。
・ 水庫会員、大切な卓話ありがとうございました。大変参考になりました。

山本

宏子

山口

習明

・ 二松学舎大学付属高校ご声援ありがとうございました。私は 13 日の初戦、孫と応援に行きました。
山口

習明
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・ 大澤さん、羽田野さん本日はひがふなフェスタご案内誠にご苦労様です。35 年前東船橋駅が完成！駅前の
大きな竣工記念碑は当社（いしとも）が施工させていただきました。フェスタが盛り上がることを祈念い
たします。
・ 水庫先生、わかりやすい「個人情報保護法条例」のお話ありがとうございました。

相澤

友夫

相澤

友夫

・ 水庫会員「改正個人情報保護法」について卓話ありがとうございました。勉強になりました。マイナンバー
もまだまだですが。

岡田

敏男

・ ひなふなフェスタ成功を祈念いたします。水庫会員、改正個人情報保護法の卓話ありがとうございました。
・ 水庫さん、個人情報保護法の最新の情報提供ありがとうございました。

鈴木

隆男

大家

浩明

・ ８月 22 日に還暦を迎えました。また初心に還って頑張りたいと思います。皆様よろしくお願いいたしま
す。
・ 今日は卓話を聴いていただきありがとうございました。

大家

浩明

水庫

直子

・ 気仙沼南 RC の５名の方々へ船橋特産の梨をお送りいたしました。40 周年式典にお越しくださった方々の
宿泊代の残金でした。おつりが 3,000 円出ました。

今 週 の ニ コ ニ コ BOX

藤代

８月 24 日

28,000 円

累計

清七郎

206,000 円

次回予定
８月 31 日（木）
夜例会

シダックス北習志野店

18 時集合、18 時半点鐘

８・９月のプログラム
８月31日（木） 新人歓迎夜間例会
９月７日（木） 三つのお祝い 会員スピーチ
理事会
12日（火） 第2分区第2回会長幹事会
14日（木）
19日（火） 第2分区情報研究会
21日（木）
28日（木） ガバナー補佐訪問
週報今週の担当
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