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クラブ年次総会及細則一部改正例会

第 1948 回例会　2017.12.14　晴　司会　三須会員

　ロータリーソング　「我らの生業」

◎本日の出席状況

　出席：31 名（29 名）中 20 名　69.00％

　欠席：平山・伊東・大原・守屋・松本・輪湖・斉藤（守）・斉藤（英）・山本・（相澤・柴田）各会員

◎メークアップ

　12 ／ 14 分　大原～理事会　山本～ 12 ／９～青い鳥ホーム

山﨑会長

　本日はクラブ年次総会です、次年度の理事・役員選出となりますので宜しくお願いします。

　クラブ創立以来、初めての女性会長の年度となりますので、役員・理事の皆様を始め会員全員で水庫会長

を盛り上げていきましょう。

瀧幹事

１．例会臨時変更 ：鎌ヶ谷 RC

　　・30 年１月４日（木）の例会は定款第８条第１節により休会

　　・30 年１月 11 日（木）の例会は新年例会の為変更

　　　場　所：三角屋　　時　間：18：00 ～　　TEL：047 － 388 － 2215

２．ガバナー事務所・エレクト事務所年末年始休業のお知らせ

　　・2017 年 12 月 26 日（火）～ 2018 年１月８日（月・祝）迄休業いたします。

３．2017 年度米山奨学生及びカウンセラー新年懇談会のお知らせ

　　日　時：2018 年１月 14 日（日）　受付：12：00　　開会：12：30 ～ 15：00

　　場　所：千葉スカイウインドウズ　東天紅（センシティタワー 23 Ｆ）

　　会　費：6,000 円

　　出席者：鈴木恭浩米山カウンセラー（欠席の場合必ず代理）

４．茂原中央 RC 創立 25 周年式典のお知らせ

　　日　時：2018 年３月 17 日（土）　　受付：17：00　　点鐘：17：30

　　場　所：ホテル一の宮シーサイドオーツカ

　　登録料：10,000 円　締切：１月 24 日（水）まで

５．次週 12 月 21 日（木）の例会は親睦家族合同忘年夜間例会です。昼間はゴルフです

　　日　時：12 月 21 日（木）受付：17：30　点鐘：18：00

　　場　所：宮川　船橋市習志野台２－２－ 14　　TEL　047 － 462 － 7653

　　会　費：3,000 円

　　お忘れの無いようご参加をお待ちしております。

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



６．第 41 回 RYLA（ロータリー青少年指導者養成プログラム）セミナー

　　日　時：2018 年２月 17 日（土）～ 18 日（日）１泊２日

　　場　所：リソル生命の森　長生郡長柄町上の 521 －４　TEL　0475 － 35 － 3333

　　参加者：ロータリアン各クラブ１名以上

　　青少年：14 ～ 30 歳　男子１名・女子１名以上

　　登録料：１名 15,000 円

　　締　切：１月 19 日迄　振込み１月 31 日迄

７．新年家族会のお知らせ（申込書を配布します）

　　日　時：2018 年１月 20 日（土）

　　受　付：17：30　点鐘：18：00　終了：21：00

　　場　所：ホテルニューオータニ幕張

　　登録料：会員 15,000 円　家族 5,000 円　小学生以下無料

　　締　切：１月 11 日（木）

クラブ細則改正について

　本日はクラブ細則一部改正例会です。（この変更に関しては去る 11 月９日に皆様にお知らせしてありま

す。）

　この改正はクラブ細則第 15 条「改正」の項により、本細則はいかなるクラブ例会においても改正できる。

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、投票の定足数を満たす会員が出席していること、

全票の３分の２が変更を支持することが義務づけられていること。

提案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出来る。

　　改正（新）　クラブ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。

提案２、その他文言の変更

　細則文章の中 134 頁 14 行目　独自の委員会校正を採用することが出来る。と標記されたものを「できる」

とひらがな標記しなおす　※定款が「できる」標記の為

※以上細則改正は 2017 年 12 月 14 日の例会において、会員数鵜 31 名出席会員 20 名、全員の賛成により改

　正された。

第２分区　第３回会長幹事会報告

日時：12 月 11 日（火）17：00 ～　稲荷屋２Ｆ

議題　①　地区大会について

　　　②　財団寄付の経過状況

　　　③　RLI について

　　　④　情報研究会報告書は冊子のでき次第

　　　⑤　第２分区 IM　２月６日（火）



　　　⑥　第２分区親睦ゴルフ大会予定：４月 17 日（火）

　　　⑦　慶弔慰規定について（第２回会長幹事会において）

　　　⑧　その他

１．地区大会について

　　日　時：2018 年２月 24 日（土）・25 日（日）

　　第１日目：ホテル・ザマンハッタン　点鐘：13：00 ～　　終了点鐘：17：00

　　　　　　　・RI 会長代理歓迎晩さん会　開会：17：40　　終了 19：40

　　第２日目：ホテルニューオータニ幕張　点鐘：９：30　終了点鐘：15：20

　　　　　　　・大懇親会：開会：15：50　閉会：16：50（軽食・飲み放題）

　　概要

　　・RI 会長代理　松宮　剛氏（2780 地区　茅ヶ崎湘南 RC　2004 － 2005 年度ガバナー

　　・記念講演　　小宮山　宏氏　元東京大学第 28 代総長

　　　　　　　　　演題「プラチナ社会の達成と SDGs の実現」

　　・アトラクション

　　　　　　　　　２日目：チアダンスグループ：柏ゴールデンホークス

　　　　　　　　　ご婦人方のためのエクスカーション　JTB にて検討中

第２分区 IM について

　　日　時：２月６日（火）場所：船橋グランドホテル

　　　　　　登録開始：13：00

　　第１部　13：30：開会点鐘

　　　　　　14：00：基調講演：「ロータリー財団のすべて」　リーダー：宇佐美透氏（幕張 RC）

　　　　　　15：00：各クラブ発表　テーマ「ロータリーに入会して変化したこと」

　　　　　　　　　　（入会５年未満の会員及び会長エレクト）

　　　　　　17：00：閉会点鐘

　　第２部　17：30：懇親会　　アトラクション：バンド演奏　　19：30：中締め

今後の主要行事

　　３月 10 日（土）：船橋みなと RC 創立 25 周年式典　ブライトンホテル

　　４月 21 日（土）：船橋西 RC 創立 50 周年式典　ホテルザ・マンハッタン

　　船橋東 RC ガバナー補佐訪問：１月 18 日（木）　４月５日（木）

クラブ年次総会

　　会員数：31 名　出席会員 20 名により細則第５条第３節に基ずき、総会は成立した。

　　議長：山﨑会長　瀧幹事進行のもと行われ、指名委員会発表の 2018 ～ 2019 年度役員・理事が賛成多数

　　　　　　　　　　により承認され、その後、SAA も決定した。



2018 ～ 2019 年度　役員・理事氏名

　「役員」　　　　　　　　　　　　　　　「理事」

　会長　　　　　水庫　直子　　　　　　藤井　仁毅

　副会長　　　　度会　一也　　　　　　遠田　　毅

　会長エレクト　瀧　　照正　　　　　　山口　習明

　幹事　　　　　鈴木　隆男　　　　　　中村　和一

　会計　　　　　鈴木　恭浩　　　　　　大原　俊弘

　直前会長　　　山﨑　新一　　　　　　草野　宏隆

　SAA　　　　　三須　榮光

年次総会における会長エレクト挨拶文 水庫　直子　　

 　皆様こんにちは。

 　会長就任まで、あと半年となりました。

 　つい最近、山崎会長の就任式を見たばかりと思っておりましたが、月日が経つのは早いものです。

　船橋東ロータリークラブは創立から 40 年が経ち、おこがましいようですが、女性が会長になるのは初め

てですので、身が引き締まる思いです。

　私は入会が 2010 年３月、会長就任時は 2018 年７月で在籍８年４カ月と 10 年も経たず、まだまだ経験も

浅いと思います。

　仕事柄、日程の調整がしやすく、また例会場が仕事場から近いので、今のところ、メークアップを含め入

会以来皆出席です。

　今後もこれを続けて、会長年度はできればホームクラブ皆出席を目指します。

　ウチのクラブはアットホームで良いクラブです。でも無断欠席はなくしていかなければいけません。課題

は色々とあります。

　あと半年、会長就任に向けて自分ができることを地道にやっていこうと考えております。

　皆様、よろしくお願い致します。

◎各委員会報告

　親睦委員会より次週忘年例会について

　クラブ細則一部改正について

　　賛成多数により改正された。

　年次総会開催

　　次年度役員・理事が決まる。



・次年度水庫年度の役員・理事決定おめでとうございます。よろしくお願いいたします。 織戸　豊

・水庫会長エレクト、鈴木隆男次期幹事、次年度もよろしくお願いいたします。 山﨑　新一

・会長エレクトとして挨拶させていただきました。後半年先ですが頑張ります。 水庫　直子

・水庫さん、鈴木隆男さんよろしくお願いします。 瀧　照正

・水庫会長をサポート頑張ります。皆様もご協力お願いいたします。 鈴木　隆男

・次年度総会成立おめでとうございます。次年度役員理事の皆様ご準備よろしく。水庫会長のご健闘を祈り

　ます。女性初バンザイ！ 遠田　毅

・水庫次年度会長、鈴木幹事のもと頑張ってください。当クラブはじめの女性会長、期待しています。鈴木

幹事もよろしく頼みます。 岡田　敏男

・水庫直子さん次期会長、頑張ってください。初代女性会長として、クラブに新風を！　鈴木隆男さん直子

さんのサポートをお願いいたします。 大家　浩明

・水庫さん、次期会長よろしくお願いいたします。来週の夜間例会欠席させていただきます。申し訳ござい

ません。 三浦　時子

・電話を切ることがなかなかできず例会に遅れてしまいました。申し訳ございません。 大家　浩明

・早退させていただきます。次回は平成 30 年１月にお合い出来ると思います。皆様良いお年をお迎えくださ

　い。 山口　習明

・「りん」の原稿ありがとうございました。１月の私の個展の案内を年賀状としてお届けします。よろしくお

　願い申し上げます。 藤井　仁毅

・来週 21 日、忘年会、某社の件でやむを得ず欠席です。申し訳ありません。会費をニコニコへ入れます。来

年もよろしくお願いします。 岡田　敏男

次週予告

　12 月 21 日（木）夜間忘年例会

　場所：北習志野　宮川　時間：16:00

今 週 の ニ コ ニ コ BOX 12 月 14 日　15,000 円 累計　491,000 円

12月21日（木）　夜間忘年会例会

　　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

　　18日（木）

　　20日（土） 　新年家族会

週報今週の担当　　　山　本

12・１月のプログラム


