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ポールハリスフェロー認証状授与（大原・山口会員ポイントによる）

１月誕生祝

第 1951 回例会

山口会員

2018. １.18

晴

司会

卓話

司法書士

石井有子様

山本会員

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

18 名

62.10％

欠席：藤代・伊東・平山・長野・守屋・松本・三須・斉藤（守）・斉藤（英）・鈴木（恭）・輪湖・
（柴田・相澤） 各会員
◎ビジター：船橋 RC

山田

聡様
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山﨑会長

会 長 挨 拶

国分ガバナー補佐が発熱のため急遽クラブ訪問が中止となりました、２月６日（火）の IM のご参加、地
区大会、分区親睦ゴルフのご協力を宜しくとの伝言を頂戴しております。
本日の卓話「土地登記の詐欺被害の実態」、船橋中央司法書士事務所

代表司法書士石井有子様どうぞ宜しく

お願いします。
１月は職業奉仕月間です、先週は成人の日がありましたが、成人式の晴れ着の販売やレンタル事業を展開
している「はれのひ」という会社が成人式の当日、開店をしていないと混乱がありました。
被害にあった成人を迎えた方々やご家族の皆様には、たいそうお気の毒な事と思いました。
私達、ロータリー会員はそれぞれの職業を持ち、職業倫理や四つのテストを実践して、日々を過ごしてい
ます。
念頭にあたり自戒を込めて「ロータリーアンの行動規範」をご案内したいと思います。
１．個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準を持って行動する。
２．取引のすべてにおいて公正に務め、相手とその職業に対して尊重の念をもって接する
３．自分の職業スキルを生かして、若い人々を導き、特別なニーズを抱える人びとを助け、地域社会や世
界中の人びとの生活の質を高める。
４．ロータリーやほかのロータリーアンの評判を落とすような言動は避ける

瀧幹事

幹 事 報 告

１．船橋西 RC 創立 50 周年記念式典・祝賀会のお知らせ
日

時：2018 年４月 21 日（土）

場

所：ホテル

記念式典登録：16：00

ザ・マンハッタン

登録料：12,000 円

締

点鐘：16：30

千葉市美浜区ひび野２－ 10 －１

切：２月 15 日（木）

※申込書を回覧します。参加者はご記入をお願いします。
２．第２分区

Ｉ．Ｍ（インターシティー・ミーティング）のお知らせ（再報告）

日

時：2018 年２月６日（火） 受付：13：00

場

所：船橋グランドホテル

黄金の間

点鐘：13：30

２Ｆ

登録料：１名 6,000 円（全員登録）
※徴収金：3,000 円を頂きます （食事費 3,000 円を充当します。）
※発表者：水庫会長エレクト

山本宏子会員

食事の手配上、出欠を取ります（回覧）
３．2017 年度米山記念奨学生・終了式及び歓送会のお知らせ
日

時：2018 年３月 10 日（土） 受付：14：30

場

所：三井ガーデンホテル千葉

会

費：カウンセラー 6,000 円

開会：15：00 ～ 18：00

千葉市中央区１－ 11 －１

奨学生無料

※カウンセラー欠席の場合は必ず代理の出席を
※代理は度会米山統括委員長
４．第２分区会長幹事会のお知らせ
日

時：１月 23 日（火）14：30 ～

山崎会長・瀧幹事出席

場

所：船橋グランドホテル

祝賀会開演：19：00
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５．今週１月 20 日（土）は新年家族会です。お間違いの無いようお願いします。
準備集合：17：00

親睦委員会・SAA・プログラム委員会・事務局

（草野・平山・度会・水庫・鈴木隆男・山﨑会長・瀧幹事・西川事務局）
受

付：17：30

点鐘：18：00

場

所：ホテルニューオータニ幕張

２Ｆ「ステラ」の間

６．職業奉仕：裁判所に行こう！千葉地方裁判所刑事事件傍聴
日

時：２月 15 日（木）

集合：千葉県弁護士会館４Ｆ

昼

食：うなぎ「正木屋」 会費：5,000 円

大会議室

クラブ負担

※申し込みがまだの方は至急お願いします。
７．財団認証ポイント委譲によりポールハリスフェロー・マルチプルフェローになられた方々に認証状及び
ピンが贈られてまいりました。
・相澤会員より 1000 ポイント以上により

相澤はな子様にルビー１個のピン

・織戸会員より 1000 ポイント委譲により

織戸寿子様サファイア３個ピン

・山口会員より 1000 ポイント委譲により

山口六郎様ピンと認証状

PHF に

・鈴木恭浩会員より 1000 ポイント委譲に石原公男様はピンと認証状

PHF に

・大原会員より 1000 ポイント委譲により大原澪奈さんにピンと認証状

PHF ６
PHF ３

PHF に

・同じく大原会員より 1000 ポイント委譲により大原雫ちゃんにピンと認証状が贈られ PHF になられ
ました。
◎各委員会報告
３つのお祝い

本日の卓話
「地面師、負の動産」

船橋中央司法書士事務所

司法書士

石井

有子様

・ 新年家族会にお招きいただきありがとうございます。私も米寿を迎えましたので、夜の外出は控えており
ます。残念ながら欠席いたします。会費分の１万円をニコニコに振り込みますので、皆様によろしくお伝
えください。

名誉会員

大久保

忠男

・ 石井様、卓話ありがとうございました。今後ともご教示いただけましたら嬉しいです。入会をお待ちして
おります。
・ 誕生祝を頂いて、１月 12 日で 69 歳の年齢になりました。ご先祖様に感謝申し上げます。

山﨑

新一

山口

習明

・ 石井先生、いつもお世話になっております。貴重な卓話ありがとうございました。うちのクラブは楽しい
ですよ。お待ちしております。

大家

浩明

・ 司法書士・石井有子様大変面白い卓話ありがとう！当船橋東ロータリークラブ入会を是非期待しておりま
す。一昨年の６月の野球観戦いらいですね。

岡田

敏男
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・ 石井有子様、具体的なドキドキする裏話、とても面白かったです。司法書士さんというのはスリリングな
仕事ですね。
・ 石井様、大変貴重な興味深いお話ありがとうございました。

山本

宏子

三浦

時子

・ 石井さん、楽しいお話ありがとうございました。話の続きは当ロータリーに入っていただいて聞かせても
らいます。是非入会を。

今 週 の ニ コ ニ コ BOX

織戸
１月 18 日

11,000 円

累計

豊

573,000 円

次回予定
１／ 25（木） １／ 20（土）の新年家族会に振替のため、休会
２／１（木）会員スピーチ

１・２月のプログラム
１月25日（木） 20日（土）新年家族会に振替の
ため休会
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）
15日（木） 職業奉仕委員会
「裁判所に行こう」例会
週報今週の担当

山

本
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