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第 1949 回例会（忘年夜間例会）　2017.12.21　晴　司会　三須会員

　場所：北習志野　宮川　時間：18：00 ～ 21：00

◎本日の出席状況

　出席：31 名（28 名）中 15 名　54％

　欠席：伊東・守屋・水庫・平山・中村・長野・藤代・岡田・輪湖・三浦・佐々木・斉藤（守）・瀧

　　　　（山口・柴田・相澤）各会員

◎メークアップ

　12 ／ 21 分～中村・水庫・佐々木・瀧～理事会

　岡田～ 11 ／ 19 ～船橋をきれいにする日

◎ 100％以上

　12 ／ 12 ～山﨑・瀧～第２分区会長幹事会

　大原～ 12 ／ 14 ～米山Ｅクラブ

◎ 12 月の出席率　86.20％

◎ゲスト

　名誉会員　宮坂和市様　飯島永三様

　ご家族：大原好枝様　康志郎ちゃん・雫ちゃん

山﨑会長

　本日は夜間移動例会です、藤井会員のご案内で北習志野駅近くの「宮川」で開催しました。

　大原会員のご家族様、昼のゴルフにご参加を頂きました宮坂名誉会員、飯島様にも夜例会に出席を頂きま

した。年内 終の例会です、事務局の西川さん始め会員の皆様には一年間お世話になりました。

　年末に向けて何かと忙しい季節ですが、皆様お元気でお過ごしください。

　新年の例会で会員のお元気な姿でお会いしましょう、楽しみにしています。

鈴木隆男副幹事

１．地区二輪車同好会より　初詣ツーリングのお知らせ

　　日　　時：2018 年１月 18 日（木）

　　　　　　　集合　９：30　　解散　15：30（雨天中止）

　　　　　　　集合場所：常磐自動車道　谷田部東 PA　出発：10：00

　　行　　先：茨城県筑波山（筑波山神社）

　　参加対象：二輪車の趣味をお持ちの会員　※オートバイは車種・サイドカー・三輪車等特定しません

　　登 録 料：当日の参加者により中小などは清算

　　申し込み方法：事前登録は不要

２．No.1948 号　12 月 21 日発行分　週報掲載の文字間違いの訂正

　　クラブ細則改正について

　　提案２．細則文章の中 134 頁 14 行目

　　　独自の委員会校正となっておりましたが正しくは → 独自の委員会構成

　　とお詫びして訂正いたします。

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



３．財団認証ポイントの委譲について

　　去る 12 月 18 日、以下の会員さんよりポイントの委譲を行いました。

　　尚、今年度はクラブポイントの会員への委譲はありません。

　　・相澤友夫会員より 1000 ポイントを相澤はなこ様へ　申請後の資格は PHR ＋６

　　・織戸　豊会員より 1000 ポイントを織戸寿子様へ　　申請後の資格は PHF ＋３

　　・山口習明会員より 1000 ポイントを山口六郎様へ　　申請後の資格は PHF

　　・鈴木恭浩会員より 1000 ポイントを石原公男様へ　　申請後の資格は PHF

　　・大原俊弘会員より 1000 ポイントを大原　雫（しずく）様へ　　申請後の資格は PHF

　　・大原俊弘会員より 1000 ポイントを大原澪奈（レナ）様へ　　　申請後の資格は PHF

４．次回例会は 2018 年１月 11 日（木）、理事会は 11 時からです。

※度会一也会員の自宅住所が変更になりました。

　〒 102-0075　東京都千代田区三番町 20-1　パークコート三番町ヒルトップレジデンス 1102

親睦委員会

　・お客様紹介・懇親会・会員スピーチ：参加会員全員とゲストによりスピーチを行う

・優勝ありがとうございます。来年は 80 台を４回出します！ 鯨井　祐介

・ゴルフ会３位賞を頂きました。終わりよければすべてよし、来年は久しぶりに 80 台全般を出してみたいで

　す。 大家　浩明

・今年も早いもので 終例会です。皆様良いお年を。 草野　宏隆

・楽しい一夜、ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。 織戸　　豊

・楽しい夜間例会ありがとう。ゴルフをされた皆様、寒中でご苦労様です。早くゴルフ復帰できたらいいな

あ～。 遠田　　毅

・皆さんいろいろありがとうございました！ 斉藤　英明

・和気あいあいのロータリー、相変わらず素晴らしいですね。 宮坂　和市

・今年 後の忘年例会と、一年間楽しく無事に過ごせましたことに感謝いたします。山﨑会長、皆様大変お

世話になりました。来年もよろしくお願い申し上げます。 事務局　西川

・お土産ありがとうございました。鯨井会員、いつにもましてカッコ良く見えます。 山本　宏子

・2017 年皆様大変お世話になりました。良いお年をお迎えください。 鈴木　隆男

・今年も無事に１年を終わることに感謝いたします。来年もどうぞよろしくお願いいたします。良いお年を

お迎えください。 鈴木　恭浩

・ロータリークラブバンザイ！ 飯嶋　永三

・菓子をありがとうございました。 大原　好枝

・鯨井会員へゴルフ会第 122 回コンペ優勝おめでとう。こんなに早く優勝するとは！！驚きました。

  山﨑　新一

・平山会員のドラコン賞！

今 週 の ニ コ ニ コ BOX 12 月 21 日　21,000 円 累計　512,000 円



次回予告　次回例会は 2018 年１月 11 日（木）

　・理事会：11 時～　　例会：12：30

　・会計中間報告

　・三つのお祝い

　・会員スピーチ

第 1950 回例会　2018. １.11　晴　司会　山本会員

 忘年例会会計報告（第 1949 回例会）

日時：12 月 21 日　17：00 

場所：北習志野　宮川 　　

収入の部 単位：円

項　　目 金　　額 備　　考

会 　 費 54,000 3,000 円× 18 名

例 会 食 事 費 67,255 第 1949 回例会

合　　計 121,255

支出の部 単位：円

項　　目 金　　額 備　　考

宴 　 会 　 費 117,000 6,500 円× 18 名　日本料理　宮川

お 土 産 代 4,255 お菓子

合　　計 121,255

鯨井会員に地区より委嘱状授与 半期会計報告の鈴木会計

夫人誕生・結婚祝いの柴田会員 結婚祝い長野会員・平山会員



　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　24 名　82.76％

　欠席：伊東・守屋・松本・草野・斉藤（守）・（山口・相澤）各会員

◎ビジター　東京中央 RC　金子　研一様

◎１月三つのお祝い

　・会員誕生祝い：三須会員・山口会員

　・夫人誕生祝い：相澤はな子様・柴田ミトリ様

　・結婚祝い：柴田会員

◎メークアップ　１／ 11 分　草野・中村～理事会

山﨑会長

　新年明けましておめでとうございます、今年は戌年です。

　年男の岡田会員、藤代会員ご活躍をお祈りいたします。

　年末年始と会員の皆様どのようにおすごしでしたか？ 佐々木パスト会長・遠田会員始め昨年体調を崩され

た方々や会員の皆様のお元気なお姿を拝見して、嬉しく思います。

　本日は会員誕生、奥様（主人）誕生、結婚お祝いです、皆様おめでとうございます。

　会長年度もあと半年です、会員の皆様のご協力をお願い致します。

瀧幹事

１．例会臨時変更：船橋みなと RC

　　・１月 30 日（火）の例会は定款第８条第１節により休会

２．１月のロータリーレートは１ドル 114 円です。

３．鯨井　祐介会員に 2017 ～ 18 年度 RYLA 実行委会　委員に委嘱されました。

遠田出席委員長 職場見学を呼びかける大家職業奉仕委員長

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



４．第 41 回 RYLA セミナーについて

　　日　時：2018 年２月 17 日（土）～ 18 日（日）１泊２日

　　　　　　受付　２月 17 日（土）　９：00 開始　　開校式　10：00　　閉講式　16：00

　　場　所：リソル生命の森　千葉県長生郡長柄町上の 521 - 4　TEL：0475-35-3333（代表）

　　参加者：ロータリアン１名　青少年 14 歳～ 30 歳　男女１名づつ

　　登録料：１名 15,000 円

　　締　切：１月 19 日迄　送金：１月 30 日

５．第 2790 地区 2017 ～ 2018 年度地区大会・青少年の集いのお知らせ

　　日　時：2018 年２月 25 日（日）10：00 ～ 15：00

　　会　場：イオンコンパス幕張会議室　千葉県美浜区ひび野２-4 プレナ幕張

　　出席要請：インターアクト・ローターアクト・青少年交換・ライラ・Ｒ学友・Ｒ平和フェロー

　　締　切：１月 30 日

６．2018 ～ 19 年度　第 27990 地区補助金管理セミナーのお知らせ

　　日　時：2018 年２月 10 日（土）

　　　　　　登録開始　12：30　　開会点鐘　13：00　　終了点鐘　15：55

　　場　所：TKP ガーデンシティ千葉（千葉市中央区問屋町１- 45 カンデオンホテルズ千葉内）

　　内　容：補助金管理について

　　　　　　補助金申請の手順について

　　登録料：１クラブ 3,000 円

　　参加者：水庫会長エレクト・鈴木恭浩会員

　　※ MOU（覚書書）提出

７．地区大会選挙人提出について　地区大会第１日目に会長より提出します。

８．新年家族会の申込書提出のお願い　申し込みがまだの方は本日までです。

９．職業奉仕委員会による「千葉地方裁判所刑事事件見学・裁判所に行こう！」例会のお知らせ

　　日　時：２月 15 日（木）　申込書を配布いたします。奮ってご参加をお願いします。

　　場　所：千葉地裁・刑事法廷

　　集　合 ：９時　集合場所：千葉県弁護士会館４Ｆ

　　費　用：クラブ食事費・職業奉仕委員会経費

　　締　切：至急

10．RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）パートⅡ開催について

　　日　時：2018 年３月 26 日（月）　開会：10：10 ～閉会：18：10

　　場　所：千葉市民会館　３Ｆ特別会議室②千葉市中央区要町１－１

　　定　員：60 名

　　参加費：3,000 円

　　締　切：３月２日（金）

11．2017 ～ 2018 年度下期会費納入のお願い

　　下期会費 135,000 円を１月 30 日までに納入ください。

　　詳細はメールボックスに配布いたしました。



回覧物

　・ロータリー百年史のご案内

　・職業奉仕月間リソースのご案内

　・RI 財団ニュース 2018 年１月号

　・青い鳥ホームのクリスマスへの礼状

理事会報告（１月定例）

１．2017 ～ 2018 年度一般会計半期報告について（別紙）

　　※鈴木会計より説明、承認

２．第２分区インターシテーミーテイング（IM）について　全員登録

　　※２月８日（木）の例会を振替え

　　日　時：２月６日（火）

　　　　　　受付　13：00　　点鐘　13：30　　協議会　～ 17：00

　　懇親会：17：10 ～ 18：30

　　場　所：船橋グランドホテル

　　基 調 講 演：「財団について」　リーダー：宇佐美　透 PG（幕張 RC）

　　クラブ発表：テーマ「ロータリー：変化をもたらす」

　　　　　　　　発表者：水庫直子会長エレクト・入会５年未満の会員：山本宏子会員

　　登録料：6,000 円　締切：１月 29 日迄

　　※登録料の半額を徴収する、承認

３．新年家族会について　草野親睦委員長より（プログラム配布）

　　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：ジェイネパール　ベリーダンス（５万円）ビンゴ（３万円）

　　竹の子掘り券の販売　平成 30 年４月 28 日（土）　場所：斉藤守会員の竹林

　　※記念事業費に組み入れ

　　※承認

４．2018 ～ 2019 年度　ロータリー財団補助金申請事業について

　　・事業内容：市内小学校・公園に桜の木を植樹する件

　　・申請金額：財団補助金：30 万円　クラブ社会奉仕委員会費：30 万円

　　※長野社会奉仕委員長事業計画書参照

　　※船橋市の推薦するところ（二宮小学校・公園）に寄贈する。

　　　事業計画の見積書を添付する

　　※承認



５．「１月職業奉仕月間に因み」　裁判所に行こう　大家職業奉仕委員長

　　千葉地方裁判所刑事事件裁判傍聴（※大家委員長作成企画書を参照）

　　日　時：２月 15 日（木）午前 10 ～午後１時 15 分頃

　　場　所：千葉地方裁判所・刑事法廷

　　集　合：午前９時　千葉県弁護士会館４Ｆ　大会議室

　　　　　　午前９時 50 分千葉地裁到着　10 時刑事事件傍聴　12 時：終了

　　例会会場：うなぎの「正木屋」　食事　うな重 5,000 円程度

　　※会費クラブ負担（食事費：4,000 円　職業奉仕委員会費：1,000 円）

　　※承認

６．2018 年決議審議会提出立法案の提出について（各クラブで検討）（別紙）

　　締切：４月 16 日

　　※２月、３月の理事会で継続審議する。クラブ会員にお知らせの上、提案があればロータリー情報委員

　　　会で取り纏める。その後理事会に報告提案することとする

７．池田　佐嘉衞名誉会員より、名誉会員の辞退届について　93 歳と高齢の為

　　※次年度より名誉会員を外すことを承認　ご本人に通知することを承認

「報告事項」

　　2019 年規定審議会に提案するための立法案４案の郵便投票結果報告（別紙）

「その他」

１．国際奉仕委員会活動として、ミャンマー視察訪問を計画、佐々木国際奉仕委員長に一任

　　事業費として５万円の計上を承認

２．３月 29 日（木）を夜間例会にする件　米山奨学生劉　雪菲丹さんの送別会を行う

　　場所等は鈴木恭浩カウンセラーに一任

◎各委員会報告

　会計　　　　　　中間報告

　出席委員会

　職業奉仕委員会　大家会員「裁判所に行こう」

　親睦委員会　　　３つのお祝い

◎本日の卓話

　会員スピーチ　　平山会員・三須会員・柴田会員

・新年あけましておめでとうございます。よろしくお願いいたします。 斉藤　英明

・あけましておめでとうございます！会員皆様の元気な顔を拝見して嬉しいです。 山﨑　新一

・皆様あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。 鈴木　隆男



・新年おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。出席は義務です。無断欠席をなくすよう

　ご連絡を！出席委員長　 遠田　　毅

・皆様あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。山﨑会長大変お世話になりま

　す。感謝申し上げます。 事務局　西川　典子

・新年おめでとうございます。早々ですが 21 日（日）より日本橋で個展を開きますのでよろしくお願いいた

　します。 藤井　仁毅

・来週 18 日、会員増強１回目外部卓話です。司法書士の石井　有子様です。必ずご出席ください。本年もよ

　ろしくお願いします。 岡田　敏男

・「りん」21 号は来週の例会日、18 日に発行の予定です。ご協力ありがとうございました。次回の原稿の締

め切りは５月末日です。よろしく執筆をお願いします。 藤井　仁毅

・２月 15 日（木）の裁判所見学に是非ご参加ください。刑事事件、まさに人生のドラマが目前で展開されま

　すよ。 大家　浩明

・あけましておめでとうございます。本年が皆様にとって素晴らしい年になります事を祈っております。

　今年もよろしくお願いいたします。 織戸　　豊

・結婚記念日、妻の誕生祝をありがとうございます。 柴田　正道

・夫婦結婚記念祝いを頂きありがとうございます。 長野　春信

・お誕生を祝っていただきましてありがとうございます。今年もガンガン突き抜けます。 三須　榮光

・誕生祝ありがとうございます！後結婚祝いも・・ 平山　雄一

次回予定　　　「負の遺産」　司法書士　石井有子様

１月18日（木）

　　20日（土）　新年家族会

　　23日（火）　第2分区第4回会長幹事会

２月１日（木）　三つのお祝い・会員スピーチ

　　　　　　　理事会

　　６日（火）　第２分区インターシティー

 ミーティング（IM）

週報今週の担当　　　山本・鈴木

１・２月のプログラム

今 週 の ニ コ ニ コ BOX １月 11 日　40,000 円 累計　552,000 円


