
ROTARY : MAKING A DIFFERENCE

第 1947 回例会　2017.12. ７　晴　司会　三須会員

　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 19 名　65.52％

欠席：輪湖・斉藤（守）・斉藤（英）・伊東・藤代・松本・長野・守屋・大原・平山（相澤・織戸）各会員

◎ビジター

船橋 RC　岩山　修久様

◎ゲスト

米山奨学生　劉　雪菲丹様

◎メークアップ

12 ／７分　大原～ 11 ／ 23 ～故橋岡会員を偲ぶ会

◎ 12 月三つのお祝い

・会員誕生祝い：なし

・主人誕生祝：水庫尉行様

・結婚祝い：遠田・岡田・守屋・長野各会員

12 月結婚祝い　遠田・岡田会員 12 月三つの祝い　水庫会員 会員スピーチ　水庫会員
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山﨑会長

　本日の理事会で例会の無断欠席が発生していると報告があり、対応が検討されました。

　１回の食事費（約 2.500 円）が無駄になりますので、ペナルティを課したら良いのでは・・・

　紹介者から注意を促す・・・・等々のご意見をいただきました。

　年齢の若い会員が多数所属する、当クラブの特色なのかもしれません。

　会員は例会出席が義務です、当日欠席が止むを得ない状況を考慮しても、最近の例会欠席者の増加にクラ

ブとして対応が必要であると考えます。

　決まり事を守れない・時間に遅れる等は、ご自身の信頼を損ないます。

　例会の欠席連絡は、火曜日の午前中に事務局にご連絡をお願いします。

瀧幹事

１．2018 ～ 2019 年度　地区主要日程のお知らせ

　　・地区チーム研修セミナー　　日時：2018 年３月３日（土）13：00 ～ 17：00

　　　　　　　　　　　　　　　　場所：TKP ガーデンシティ千葉

　　・会長エレクト研修セミナー　日時：2018 年３月 25 日（日）９：00 ～ 17：00　

　　　　　　　　　　　　　　　　場所：アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張

　　・地区研修・協議会　　　　　日時：2018 年４月 29 日（日）９：00 ～ 17：00

　　　　　　　　　　　　　　　　場所：アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張

　　・地区大会　第１日目（土）　 日時：2018 年 10 月 27 日　13：30 ～ 20：00

　　　　　　　　　　　　　　　　場所：ホテルニューオータニ幕張　

　　　　　　　　第２日目（日）　  日時：2018 年 10 月 28 日　９：00 ～ 17：00

　　　　　　　　　　　　　　　　場所：ホテルニューオータニ幕張　

　　・地区大会記念ゴルフ大会　    日時：2019 年５月 20 日（月）７：00 ～ 17：00

　　　　　　　　　　　　　　　　場所：総武カントリークラブ総武コース　

２．2017 ～ 18 年度　地区大会再度のお知らせ

　　大会第１日目（土）　　　　　  日時：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　会長幹事・地区委員出席

　　大会第２日目（日）　　　　　 日時：2018 年２月 25 日（日）登録開始：８：30　点鐘：９：30

　　　　　　　　　　　　　　　　場所：ホテルニューオータニ幕張　会員家族・事務局

　　※参加名簿を回覧中です。入会５年未満の会員は義務出席です

３．忘年家族夜間例会のお知らせ（申込書を配布）

　　日　時：12 月 21 日（木）受付：17：30　点鐘：18：00

　　場　所：北習志野「宮川」　船橋市習志野台２－２－ 14

　　参加費：3,000 円（会員・家族）　クラブ食事費より 3,500 円補填　

　　締　切：12 月 21 日まで（申込書は 12 月 14 日）

　　※　昼間第 122 回クラブゴルフコンペ　場所：中山カントリークラブ

４．次週 12 月 14 日（木）はクラブ年次総会です。（次年度の役員・理事を決めます）

　　又、細則一部改正例会です（名誉会員の選定条件）

　　  大変大事な例会ですので、万障繰り合わせてご出席ください。

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



回覧物

１．ふなばし国際交流協会ニュース第 67 号

理事会報告（12 月定例）

１．2019 年規定審議会クラブ提出制定案承認（郵送投票）の件

　　別紙資料

　　千葉RCより提出案

　　　１．国際ロータリー定款第４条及び標準ロータリークラブ定款第５条の「ロータリーの目的」を改正

する件（英文）・・・について　 賛成

　　　２．国際ロータリー定款第４条及び標準ロータリークラブ定款５条の「ロータリーの目的」を改正す

る件（日本語約）・・・について　 賛成

　　木更津東RC提出案

　　　３．国際ロータリー定款第４条及び標準ロータリークラブ定款第５条の「ロータリーの目的」を改正

する案

　　　４．クラブ提出の決議案を地区で承認する手続きの規制を改正する件

　　　　　3、4 の提案については

　　　　※木更津東 RC の提案書が揃い次第、次週 12 月 14 日に理事回覧により決議することを承認

２．家族合同忘年例会について　草野親睦委員長より

　　日　時：12 月 21 日（木）　受付：17：30　　点鐘：18：00

　　場　所：北習志野「宮川」　船橋市習志野台２－２－ 14

　　登録料：会員・家族：3,000 円　クラブより補填金：3,500 円

　　※　承認

３．新年家族会について　草野親睦委員長より

　　日　時：2018 年１月 20 日（土）

　　場　所：ホテルニューオータニ幕張

　　　　　　千葉市美浜区ひび野２－ 120 －３　TEL　043 － 297 － 7777

　　登録料：会員：15,000 円　（記念事業積立金 5,000 円含む）

　　　　　　家族：5,000 円　　小学生以下無料

　　※アトラクションについて：現在検討中、親睦委員会に一任する

　　※記念事業積立金の扱いについて：45 年・50 年に向けて継続的に積立を行う

　　　・会員１名 5,000 円を徴収する（欠席会員も徴収する）

　　※竹の子掘り券の販売について：１枚 1,000 円　例年通り新年家族会の会場で販売する。

　　　記念事業積立金に繰り入り入れる

　　※ 2019 年の新年家族会の場所の予約について

　　　取りあえず、2019 年もホテルニューオータニを予約する

　　※竹の子掘りの日程：斉藤守会員竹林　　日　時：30 年４月 28 日（土）



「その他」

　１．入会候補者の例会訪問時のビジターフィーは１回に限り無料とする

　２．第２週は積極的に友人知人を例会にお連れしましょう！・・岡田増強委員長提案

　３．無断欠席者について　欠席の連絡は例会２日前迄、必ず事務局に連絡ください。

　※会員全員に衆知徹底を図る。会長、出席委員長連盟の文を配布する案あり

◎各委員会報告

　雑誌会報委員会

　出席委員会

　米山奨学金委員会

　３つのお祝い

　　　　本日の卓話　　会員スピーチ：三つのお祝いに関して　水庫会員　遠田会員・岡田会員

・結婚祝いを頂いて感謝です。結婚して 40 年経過して無事に過ごしております。人生の半分以上一緒である

　かと思います。 岡田　敏男

・夫の誕生祝を頂きありがとうございました。 水庫　直子

・結婚のお祝いを頂いて、36 年になります。人生の半分以上あなたと過ごしているのね。良く持ったわね。

　すべてあなたのお蔭です。 遠田　毅

・水庫会員、旦那様の演奏又聴いてみたいです。アンプがそんなにあって羨ましいです。音楽のある素敵な

生活ですね。 山本　宏子

・草野委員長、写真データありがとうございました。大変だったのでは？感謝しています。 中村　和一

・草野会員へ「偲ぶ会」の DVD 作成配布ありがとうございます。 山﨑　新一

・橋岡さんを偲ぶ会の CD をありがとうございました。橋岡さんの生前のお姿、お話、笑顔、色々を思い出

します。 大家　浩明

・草野会員、写真データ CD ありがとうございます、劉さん、卒論の追い込み頑張ってください。研究の成

果が実ることを期待します。 鈴木　恭浩

・「りん」の最終締切を来週 14 日とします。14 日に原稿が集まりませんと、来年新年会までに発刊できない

　ことになりますのでよろしく。 藤井　仁毅

・大・大・大遅刻、申し訳ありません！ライラ研修へのご参加よろしくお願いいたします、２月 17 日、18

日です！ 鯨井　祐介

今 週 の ニ コ ニ コ BOX 12 月７日　22,000 円 累計　476,000 円

 無断欠席はやめましょう！ 欠席の連絡は 例会２日前迄 に事務局迄！



次回予定

クラブ年次総会

故橋岡佐喜男君を偲ぶ会　会計報告

日　時：2017 年 11 月 23 日　12 時～ 14 時

場　所：クロス・ウエーブ船橋　　　　　

収入の部

項　　目 金　　額 備　　考

参 加 費 280,000 10,000 円× 28 名

1,140 クラブ雑費より

合　　　計 281,140

支出の部

項　　目 金　　額 備　　考

偲 ぶ 会 御 膳 140,000 5,000 円× 28 名　クロス・ウエーブ支払

追 加 飲 み 物 代 1,140 　　　〃

橋 岡 氏 を 偲 ぶ 冊 子 12,960 400 円× 30 冊　（株）ナカムラ

会 場 設 置 他 127,040 （株）セレブ

合　　　計 281,140

以上ご報告いたします。

12月12日（火）　第2分区第3回会長幹事会

　　14日（木）　クラブ年次総会

　　21日（木）　クリスマス例会予定

　　28日（木）　年末休会（定款第8条第1節による）

2018年

１月４日（木）　年始休会（定款第8条第1節による）

　　11日（木）　会計中間報告・三つのお祝い・

　　　　　　　会員スピーチ　理事会

週報今週の担当　　　山　本

12・１月のプログラム


