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三浦会員に記念品贈呈三須会員に記念品贈呈 新人歓迎例会：三須会員のスピーチ
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第 1934 回例会　2017. ８.31　曇り　司会　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：31 名（27 名）中 14 名　51.85％

　欠席：相澤・藤代・伊東・鯨井・長野・中村・大家・佐々木・斉藤（英）・輪湖・度会・守屋・山本

　　　　（藤井・柴田・織戸・山口）各会員

◎ゲスト

　川口和子様　澄川愛様　岡村恵美様（平山会員の社員）

◎メークアップ

　８／ 10 ～瀧～８／ 26 ～地区会員増強セミナー

　８／ 10 ～大原～８／５～地区奉仕プロジェクトセミナー

　８／ 10 ～瀧～８／ 26 ～地区会員増強セミナー

　８／ 10 ～中村～理事会

　８／ 24 ～大原～８／ 29 ～米山Ｅクラブ

　８／ 31 ～大家・佐々木～８／５～地区奉仕プロジェクトセミナー

　８／ 31 ～度会～８／ 26 ～地区米山委員長サミナー

　８／ 31 ～長野～８／ 28 ～クリーン船橋会議

◎ 100％以上

　山崎～８／５地区奉仕プロジェクトセミナー・８／ 26 ～会員増強セミナー

　大原～８／ 27 ～船橋南 RC

山﨑会長

　本日は、新入会員歓迎会です、2016 年９月１日入会の三浦時子会員（損害保険業）2017 年３月２日入会の

三須榮光会員の２名です。会場は草野親睦委員長の手配で「シダックス北習志野クラブ」パーティルームで

す。

　昼間、雨の中ゴルフ会コンペに参加されました皆様、ご苦労様でした、女子ゴルフプロを目指す、澄川愛

さん（20 才）とカンボジア学校建設で、共にご苦労されました、川口和子さんもゴルフと歓迎会にご参加し

ていただきました。

　歓迎会のお客様として、今年度から奥様誕生お祝いの高級雑貨をご準備いただいています㈱ウインズホー

ムの岡村恵美さんが、平山会員の代理として出席をいただきました。

皆様、日頃、披露されない歌声をお聞かせください。

　尚、本日腰痛で参加できない、織戸会員より「新入会員歓迎会を大いに楽しんでください」とご芳志をい

ただいています、本日のお土産を購入しています皆様、楽しみにしてください。

会 長 挨 拶



瀧幹事

１．９月のロータリーレートは１ドル 109 円です。

２．ロータリー財団セミナーについて

　　日　時：10 月 29 日（日）　受付：12：30　　点鐘：13：00　　閉会：16：30

　　場　所：TKP ガーデンシティ千葉（カンデオホテルズ千葉）

　　　　　　千葉市中央区問屋町１－ 45

　　参加者：会長・幹事・財団委員長

　　登録料：１クラブ 3,000 円　　締　切：９月 30 日

３．地区青少年交換留学生募集について

　　・派遣予定：短期：2018 年７月

　　　　　　　　長期：2018 年８月　申し込み期限：８月 25 日（金）

　　※詳細は回覧します。

４．第２分区情報研修会について（全員登録）

　　日　時：９月 19 日（火）　登録：13：30　点鐘：14：00　懇親会：17：00

　　場　所：東魁楼本館

　　締　切：８月 31 日です

５．親睦旅行について

　　日　時：10 月 12 日（木）～ 13 日（金）

　　場　所：浜名湖周辺

　　締　切：８月 31 日

６．「船橋をきれいにする日」について　（長野社会奉仕委員長より）

　　日　　時：11 月 19 日（日）　小雨決行：荒天時中止

　　時　　間：９：00 ～ 11：00

　　集合場所：天沼弁天沼公園

◎各委員会報告

　ゴルフ会表彰

　新入会員：三浦会員・三須会員のスピーチ

・三浦さん、三須さん、ロータリー辞めないでよろしく。楽しんでください、増強委員長として一言です。

　元ガバナー補佐頑張りますよ。 岡田　敏男

・草野親睦委員長、新人会員歓迎夜間例会ご苦労様でした。歌は良い、世代を超えて楽しめるので、だけど

上手すぎるのも困ったもんだ。 遠田　毅

・楽しい新人歓迎例会でした。山﨑会長今日はありがとうございました。急に涼しくなり、風邪を引きそう

です。皆様ご自愛くださいませ。 事務局　西川典子

幹 事 報 告



・会員でもないのに毎回ゴルフにお誘い頂きまして感謝します。いろんな方達と出会いを頂きまして感謝し

ます。地球から争いをなくしたい。 川口　和子

・愛ちゃん参加ありがとう。 瀧　照正

・月光仮面は誰でしょう！！岡田敏男会員でした。 山﨑　新一

次回予定　理事会　11：00 ～

　　　　　三つのお祝い

　　　　　会員スピーチ

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ８月 31 日　6,000 円 累計　212,000 円

 新人歓迎夜間例会　会計報告

日時：2017 年 8 月 31 日 　　　

場所：シダックス船橋北習志野

収入の部 単位：円

項　　目 金　　額 備　　考

会 　 費 57,000 3,000 円× 19 名

ご 芳 志 10,000 織戸会員より

例 会 食 事 費 37,384 第 1934 回例会

合　　計 104,384

支出の部 単位：円

項　　目 金　　額 備　　考

パ ー テ ィ ー 費 78,000 シダックス　4,000 円× 19 名　他

賞 品・ お 土 産 26,384 お菓子

合　　計 104,384

以上、ご報告いたします。



第 1935 回例会　2017. ９. ７　雨　司会　鈴木（隆）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：31 名（31 名）中　21 名　67.74％

　欠席：伊東・藤代・長野・岡田・大家・三須・守屋・松本・斉藤（守）・斉藤（英）各会員

◎ビジター

　東京中央 RC　金子　研一様

◎ゲスト

　米山奨学生　劉　雪菲丹様

◎ 100％以上

　９／２～ひなたぼっこ創立 15 周年記念祝い～水庫・長野・織戸・相澤・岡田各会員

◎メークアップ

　９／７～岡田・長野～９／２～ひなたぼっこ 15 周年記念祝い

◎９月三つのお祝い

　・会員誕生祝い：遠田・輪湖・瀧・岡田各会員

　・夫人誕生祝い：斉藤久子様・度会亜矢子様・中村美鈴様

　・結婚祝い：三須・中村・佐々木・三浦各会員

会員誕生日　瀧会員・遠田会員



山﨑会長

　東京中央 RC 金子様、米山奨学生劉さん、ようこそいらしゃいました。

　９月２日（土）～ひなたぼっこ 15 周年記念～「ちば MD エコネット」に、ご参加をいただきました水庫

会員・織戸会員・相澤会員・長野会員・岡田会員ご苦労様でした。

　本日は、理事会がありました、後ほど瀧幹事より報告があります。内容は会員増強・退会防止について、

例会出席率の低下です。

　子育てや仕事の忙しい年代だと、理解をしていますが、クラブの役職を引き受けたのですから、それぞれ

の役務を務めていただきたいと思います。

　秩序ある例会は、ロータリーのプログラムで構成されています。

瀧幹事

１．地区大会記念ゴルフ大会出席者が決まりました。

　　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　　※クラブ一括振り込みますので、事務局にお支払いください

　　①大原会員　②瀧会員　③平山会員（以上選手）　④大家会員　⑤山﨑会員　５名です

２．第２分区第２回会長幹事会のお知らせ

　　日　時：９月 12 日（火）14：30 ～

　　場　所：船橋グランドホテル　※山﨑会長・瀧幹事出席

３．船橋市社会福祉協議会より会費納入依頼について

　　団体会員会費　年会費１口 10,000 円から

　　※年度当初の理事会決定により３口　30,000 円を納入いたします。

４．第２分区情報研究会、登録料について　（全員登録）

　　日　時：９月 19 日（火）　点鐘：14：00

　　場　所：東魁楼本館

　　登録料：5,000 円の内　2,000 円を徴収いたします。

５．「希望の風推進委員会」設置の可否に関わる報告

　　７月３日付で地区内全クラブに対してガバナーより諮問のありました、報告書が届いております。従来

通り委員会を継続し事業の推進が行われます。皆様熟読をお願いします。

６．「ロータリー平和フェローシップ」　ニュスレター第１が届きました。回覧します

７．地区「女性交流会のご案内」

　　日　時：11 月 18 日（土）16：00 ～ 18：00

　　場　所：帝国ホテル本館４Ｆ　「梅の間」千代田区内幸町１－１－１

　　参加者：女性会員の皆様　（ロータリーに興味のある方は会員でなくても OK）

　　登録料：15,000 円（バイキング・飲み放題）

　　締　切：10 月末日※参加希望者は事務局まで

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



◎各委員会報告

・クラブ奉仕統括委員会 織戸統括委員長

　９／２　ちば MD エコネット感謝の集い　ひなたぼっこ 15 周年

　全体で 200 名参加　当クラブより５名参加

・雑誌会報・広報委員会 山本委員長

　「ロータリーの友　９月号」について

・出席委員会 遠田委員長

　８月出席率　77.85％　　メーキャップ、Ｅクラブを活用して 80％以上の出席率向上に頑張りましょう

・３つのお祝い

　会員誕生日　遠田会員・輪湖会員・瀧会員・岡田会員

　夫人誕生日　斎藤久子様・度会亜矢子様・中村美鈴様

　結婚記念日　三須会員・中村会員・佐々木会員・三浦会員

　　　本日の卓話

　　　　会員スピーチ（誕生日会員）

　　　　９月　遠田会員・瀧会員

　　　　８月　織戸会員・水庫会員・鯨井会員

　　　　７月　度会会員・鈴木（隆）会員・佐々木会員

理事会報告（９月定例）

１．会員増強について

  ・ 会長・幹事より、８／ 26 の　地区会員増強セミナーの報告があり、地区は５％の会員増強を目標にして

　　いる。特に女性会員の入会を期待する当クラブは旧会員のご子息等を再度お誘いする。例会にゲストと

　　して招待する。

　　※例会で増強のフォーラムを行う。日時は未定

２．出席率の低下について

　　※休みが多い会員に米山Ｅクラブのメークアップ等を奨励する。

　　常に出席率は 80％を目標にしたい。

３．「ひがふなフェスタ」支援について

　　日　時：10 月１日（日）　10：00 ～ 16：00

　　場　所：JR 東船橋駅南口ロータリー

　　※地域の支援「防犯・防災に強い街づくり」「明るい未来を子供たちに」を目標に活動している団体、

　　　将来ロータリーの献血活動などに協力を願いたい。又会員増強に役立てたい。

　　※お祝い金として３万円を支出することを承認

４．親睦旅行の参加状況

　　※参加会員：13 名　夫人：２名　お子様：２名

５．「改正個人情報保護法」に関してクラブ取扱いについて

　　※ひな形が提示されたが、10 月の理事会で内容を決定することを承認

６．副 SAA の増員について

　　※現在副 SAA は２名だが、鈴木　隆男会員、１名の増員を承認した。



・遠田会員へ古希のお誕生おめでとうございます。お元気でお過ごしください。 山﨑　新一

・SAA、気を引き締めてしっかりやりたいと思います。結婚記念日ありがとうございます。 三浦　時子

・今月で 69 歳になりました。お祝いありがとうございます。 瀧　照正

・妻の誕生日のお祝いと結婚記念のお祝い頂きました。ありがとうございました。 中村　和一

・本日久しぶりに参加させていただき、ありがとうございました。 柴田　正道

・仕事の都合でお先に失礼します。 草野　宏隆

・結婚記念日をもらって、29 年目です。 佐々木　光博

・お誕生祝いを頂いて。 輪湖　信

・これからかずさアカデミアに行き、夕方に戻ってこなければなりませんので早退します。申し訳ありませ

ん。 鈴木　恭浩

・遠田会員の卓話は身につまされました。体調管理は本当に難しいですね。 山本　宏子

・昨日６日に古希を迎えました。70 歳で引退の予定でしたがロータリークラブ出席のためもうし少し頑張り

　ます。皆様よろしくお願いいたします。 遠田　毅

・遠田さん、古希おめでとうございます。遠田さんは私の守護神です。いつまでも元気で！体調もやっと良

くなったようで一安心しています。 藤井　仁毅

・不順な天気が続きますが、皆様くれぐれもお体大切になさってください。 山口　習明

・金子さんも久しぶりです。もうそろそろ当クラブに戻ってきてください。32 名になります。 織戸　豊

次回予定　９月 14 日（木）　第 1936 回例会

　　　　　卓話　「私の履歴書」　三須榮光　会員

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ９月７日　41,000 円 累計　253,000 円

９月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

10月５日（木）　三つのお祝い・会員スピーチ

　　　　　　　理事会

週報今週の担当　山本・中村　　

９・10 月のプログラム


