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第 1943 回例会　2017.11. ２　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：31 名（29 名）中 18 名　62.10％

　欠席：伊東・平山・藤代・松本・守屋・三須・斉藤（英）・長野・鈴木（恭）・輪湖・度会・（相澤・柴田）

　　　　各会員

◎ビジター

　船橋西 RC：小石　裕久様

　船橋 RC　：山田　　聡様

◎メークアップ

　10 ／ 16　相澤～船橋みなと RC　10 ／ 26　相澤～千葉中央 RC・10 ／ 26　草野～理事会

　11 ／２　鈴木（恭）～理事会・度会～理事会　長野～ 10 ／ 29 ～地区財団セミナー

◎ 100％以上

　水庫～ 10 ／ 29 ～地区財団セミナー

◎三つのお祝い

　・会員誕生祝い：平山・藤代各会員

　・ご夫人・ご主人誕生祝：織戸寿子様・山本晋司様・藤代裕美様

　・結婚祝い：藤井会員・山本会員・瀧会員

山﨑会長

　本日はお客様として船橋西 RC 小石様　船橋 RC 山田様ようこそおいでくださいました。

　11 月はロータリー財団月間です、来週の例会卓話者は地区Ｒ財団統括委員会の大野雅章（千葉 RC）様が

来訪されますので、万難を排し例会出席をお願いします。

　表彰をされました、大口寄付者の大原会員・相澤会員今後とも財団への寄付をご継続ください。

　本日の理事会で佐々木会員が、病気により退会届が出されました、今後のご自身の治療や家族の健康を憂

慮して、例会出席が叶わないとのご判断からです。

　多数の理事から慰留のご意見があり、来年６月年度末まで体調を考慮しながら退会再考を願いしました。

一日も早いご回復を祈念いたします。

　朝晩寒い季節が訪れました、会員の皆様風邪などに気を付けてお過ごしください。

瀧幹事

１．11 月のロータリーレートは１ドル 114 円です。

２．地区大会のお知らせ

　・大会第１日目：2018 年２月 24 日（土）　登録開始：12：30　点鐘：13：00

　　　　　　　　　場　所：ホテル　ザ・マンハッタン　千葉市美浜区ひび野２－ 10 －１

　　　　　　　　　RI 会長代理歓迎晩餐会　登録料：15,000 円

　　　　　　　　　参加者：会長・幹事・ガバナー補佐・地区役員

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



　・大会第２日目：２月 25 日（日）登録開始：８：30　開会点鐘：９：30

　　　　　　　　　場　所：ホテルユーオータニ　幕張　千葉市美浜区ひび野２－ 120 －３

　　　　　　　　　登録料：会員・事務局無料　家族：3,000 円

　　　　　　　　　参加者：会員・家族・事務局

　　◎登録：WEB 登録：2017 年 11 月１日（水）～ 12 月 22 日（金）

　　※地区大会申込書を回覧します。出席をお願いします。

３．大原　俊弘会員にロータリー財団より大口寄付者になられた表彰品が贈られました。

　　・クリスタル製の盾（名前入り、奥様も）とダイヤモンドのピン２個が贈られました。

４．地区大会記念ゴルフ大会に関するお知らせ（キャンセル及ぶ登録者変更）

　　開催日時：12 月４日（月）

　　場　所：藤ヶ谷カントリークラブ

　　変更届：11 月８日（水）迄メールでガバナー事務所にお知らせください。

　　※変更者及びキャンセル者

５．第 41 回 RYLA セミナー実行委員推薦のお願い

　　ガバナーより推薦依頼が参りました。（ガバナー補佐よりも）

　　※鯨井　祐介会員にお願いしました。

　　　推薦期日：11 月 17 日（金）　迄推薦用紙記入の上

　　※今年度 RLYA セミナーは平成 30 年２月 17 日～ 18 日開催です。

　　※第２回実行委員会は 11 月 19 日（日）に開催予定です。

６．次年度地区委員の推薦について

　①　山﨑　新一会員を：フェローシップ・親睦活動委員会委員（現年度も）に推薦

　②　瀧　照正会員を：会員増強・維持拡大委員会委員に推薦

　③　山本　宏子会員を：社会奉仕委員会委員に推薦しました。

７．11 月 30 日（木）を会員増強フォーラムにいたします。

　　欠席の無いようお願いします。

８．11 月 23 日（木・祝）の「橋岡　佐喜男君を偲ぶ会」会費１万円を集金します。

９．12 月 11 日（月）NPO 法人せんす：久習會「船弁慶」観世能楽堂のチケット代

　　Ａ席：6,000 円を集金します。出席者はよろしくおお願いします。

10．千葉ベタニアムホーム　「青い鳥ホーム」よりクリスマス祝い会のお知らせ

　　日　時：12 月９日（土）18：00 ～ 20：00

　　場　所：青い鳥ホーム　地域交流スペース「ぶどうの木」　船橋市行田２－７－１

回覧物

　　１．RI 日本事務局　財団 NEWS　11 月号

　　２．MY ROTARY　アカウント登録方法



理事会報告（11 月定例）

１．名誉会員の選定条件について

　　クラブ細則第 12 条　会員選挙の方法

　　第７節

　　（旧）クラブは理事会により推薦された名誉会員を選ぶことができる。

　　（新）クラブは理事会により推薦された、会長経験者で在籍 20 年以上の会員を名誉会員として選ぶこと

　　　　  が出来る。に改正する。

　　※クラブ細則第 15 条により「いかなるクラブ例会においても改正できる」改正には当該例会の 10 日前

　　　に各会員に書面による通知を行うこと　・・により

　　※新文言と旧文言を並べて改正文書を配布する。

　　　例会決定は 12 月 14 日（木）のクラブ年次総会時に行う。

　　※細則の文章の中で　「出来る」・・と書かれたものを「できる」と標記しなおす

２．佐々木光博会員より、病気による退会届提出について

　　※体調を見て今年度一杯は退会届を保留とするようお願いし、了承いただいた。

３．メークアップについて

　①　11 月 23 日（木・祝）の「故橋岡佐喜男君を偲ぶ会」出席者をメークアップ扱いにする

　②　12 月 11 日（月）の　せんす主催：久習會　能「船弁慶」参加者をメークアップ扱いにする件

　③　11 月３日　市政功労賞参加の会員をメークアップ扱いとする件

　　　・長野会員・山口会員

　※それぞれ承認

４．2018 ～ 2019 年度　役員・理事の報告承認について（指名委員会より）

　　※提出された次年度役員・理事の名簿を承認　12 月 14 日、クラブ総会に提出する。

５．12 月 21 日（木）の例会を忘年夜間例会にする件

　　※承認　場所、会費等は親睦委員会にて計画する。

６．平成 30 年２月 25 日　地区大会に入会５年未満の会員は義務出席とする件

　　※承認

「その他」報告事項

１．地区委員推薦の件

　　以下の会員を推薦

　　　瀧照正会員を会員増強・退会防止委員

　　　山本宏子会員を社会奉仕委員会

　　　山﨑新一会員をフェローシップ委員会

◎各委員会報告

　委員会発表

　１．出席委員会：遠田委員長

　２．財団委員会：地区ロータリー財団セミナー報告：水庫会員

　

　三つのお祝い

　会員誕生祝い　織戸会員・山本会員・藤井会員・瀧会員



　　　　本日の卓話　　　第２分区ガバナー補佐　国分　裕二様（船橋みなと RC）

・夫晋司誕生祝・結婚記念日のお祝いありがとうございました。 山本　宏子

・結婚記念日を家でも祝いたい。 瀧　　照正

・結婚記念を頂きまして。 藤井　仁毅

・妻の誕生祝を頂いて、感謝！ 織戸　　豊

・佐々木会員これからですよ。まだまだロータリーで活躍してください。 草野　宏隆

・佐々木会員、辞めないでください。とりあえず来年６月迄 OK で一安心です。佐々木さんは私が会長の時

は幹事で、ガバナー補佐の時は会長で助けてもらいました。 岡田　敏男

・親睦旅行に行けずに残念でした。お土産を頂きありがとうございました。 斉藤　　守

・ライラ実行委員です。来年２月 17 日、18 日になります。皆様のご協力により私のやる気が変化します！！

  鯨井　祐介

・来週の例会はロータリー財団についての卓話があります。是非欠席の無いように。財団委員長より。

  山口　習明

・山本会員のお坊さん、お寺さんのスピーチ楽しく拝聴、釣鐘の尾とはボーンボーンですか？ 遠田　　毅

・本日は新商品のご案内を聴いていただきましてありがとうございました。 三浦　時子

次週予告

　地区財団委員会　大野　雅章様卓話

今 週 の ニ コ ニ コ BOX 11 月２日　32,000 円 累計　413,000 円

11月９日（木）

　　16日（木）　ガバナー補佐訪問

　　23日（木・祝）　勤労感謝の日

　　30日（木）

週報今週の担当　　　草　野

11 月 の プ ロ グ ラ ム


