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瀧幹事・水庫会長エレクト 草野会員・山﨑夫人

金子東京中央 RC 会員・雅恵夫人 岡田会員・宮坂名誉会員
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宮坂名誉会員のスピーチ 金子東京中央 RC 会員スピーチ

アトラクション　ベリーダンス

第 1952 回例会　2018. １.20　曇り　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（30 名）中 16 名　53.33％

　欠席：藤代・伊東・鯨井・守屋・松本・三須・三浦・中村・大原・斉藤（英）・斉藤（守）・鈴木（恭）・

　　　　輪湖・長野　（山口）各会員

◎ビジター：東京中央 RC　金子研一様

◎ゲスト：名誉会員　宮坂和市様・米山奨学生　劉　雪菲丹様

◎ご家族：相澤はな子様・平山美華様・煌盛ちゃん・柴田ミトリ様・山﨑由起子様・美咲様・二葉様・

　　　　　金子雅恵様

◎メークアップ　１／ 18 分　鈴木恭浩～理事会

　　　　　　　　１／ 20 分　鈴木恭浩～１／ 14 ～地区米山カウンセラー新年会



山﨑会長

　明けましておめでとうございます。

　本日は新年家族会に宮坂名誉会員、金子元会員ご夫妻、劉米山奨学生を始め会員の奥様、ご家族様ようこ

そいらっしゃいました。

　今年度の RI のテーマは「ロータリー：変化をもたらす」です。ロータリーの奉仕活動により世の中にど

のような変化を与えることができるのか、より良い世界のできるのかを求められていると考えます。

　私達、船橋東ロータリークラブは昨年度、創立 40 周年を迎えました。現在会員 31 名です、会員歴 10 年

未満の会員が 20 名です、おのずと例会の出席率が落ち、役職の重要性を理解しないまま例会を過ごす会員

も多くなります。会員構成の変化により、クラブの変化がおきます、時代により変化をしなければ継続しな

い、しかし「変えてならない」クラブの特色は何か？会員と共に考えていきたいと思います。私の任期も半

年です、皆様の提言と行動をお待ちしています。

瀧幹事

　場所：ホテルニューオータニ幕張「ステラ」の間　　時間：点鐘：18：00

１．次年度（2018 ～ 2019 年度）の国際ロータリーのテーマが決まりました。

　　インスピレーションになろう（BE THE INSPIRATION）

２．相澤　友夫会員に　米山功労者 48 回（メジャードナー）の感謝状が贈られております。

　　・同じく相澤　はなこ様に相澤会員のポイントにより財団マルチプル６回のルビー入りピンが贈られて

おります。

３．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）　式典登録：16：00　点鐘：16：30

　　場　所：ホテルザ・マンハッタン

　　登録料：12,000 円

　　※締切：２月 15 日です。

　　◎申し込みは事務局迄お願いします。

◎各委員会報告

　相澤友夫会員へ米山功労者 48 回目の感謝状を授与

　相澤はな子さまに財団マルチプル６回目のピンの授与を行う

・40 年の歴史を刻んでいただき、現船橋東のロータリアンに心より感謝申し上げます。1952 の例会で驚いて

　おります。 宮坂　和市

・本日久しぶりに参加して、皆様に感謝いたします。 相澤　友夫

・あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。今年も楽しい新年家族会を迎え

てありがとうございました。懐かしいご家族の皆様にお会いできて嬉しいです。 事務局　西川典子

・本日は楽しかったです。ありがとうございました。 柴田　正道

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



・劉さん、一区切りつ いて良かったですね。もう少しリラックスして頑張りましょう！ 遠田　　毅

・本日は船橋東ロータリークラブの家族新年会を楽しく過ごすことが出来ました。ありがとうございました。

  大家　浩明

・華やかなベリーダンス 高です。今年も一年船橋東の皆様よろしくお願いいたします。 草野　宏隆

・金子先生、奥様ご参加ありがとうございました。お相撲のお土産を頂きありがとうございました。これか

らもクラブにメークアップにいらしてください。 事務局　西川典子

・新年会ご参加ありがとうございます。これからも皆で盛り上げていきましょう！ 山﨑　新一

・本日は楽しい新年会準備頂きありがとうございました。 織戸　　豊

・新年家族会１月 20 日、隣の宮坂名誉会員と金子会員の奥様の間で、楽しくベリーダンスを見ております、

　人数が少ないのが残念ですが、楽しんでおります。 岡田　敏男

・相場の格言で、戌年で笑う！とあります。皆様が大笑いできる良い年でありますようお祈り申し上げます。

  鈴木　隆男

・楽しい新年家族会でした。皆様健康で一年間を過ごしましょう！ 遠田　　毅

・あけましておめでとうございます！家族でメークアップありがとうございます（出席３回分も）笑い・・・

  平山　雄一

・ベリベリの新年会でした。よろしく。 佐々木光博

次回予定

２／１（木）会員スピーチ  

今 週 の ニ コ ニ コ BOX １月 20 日　38,000 円 累計　611,000 円

2017 ～ 2018 年度　新年家族会会計報告

日時：2018 年 1 月 20 日（土）18：00 ～

場所：ホテルニューオータニ幕張

親睦・家族委員会　委員長　草野宏隆

収入の部 単位：円

項　　目 金　　額 備　　考

会 員 登 録 料 160,000 10,000 円× 16 名

夫 人 参 加 費 20,000 5,000 円×４名

ゲ ス ト 参 加 費 30,000 10,000 円×３名（宮坂名誉会員・金子夫妻）

親 睦 委 員 会 費 100,000

例 会 食 事 費 100,073 第 1952 回例会

合　　計 410,073

支出の部 単位：円
項　　目 金　　額 備　　考

パ ー テ ィ ー 費

275,000 11,000 円× 25 名（飲み込み税・サービス料込）

5,200 お子様ランチ１名

17,200 日本酒 11,200 円・デザート

弁 　 当 8,000 2,000 円×４名（ベリーダンサー）

お 土 産 14,673 リーフパイ 1,900 円×７名（ゲスト・ご夫人）税

ア ト ラ ク シ ョ ン 60,000 出演料 50,000 円　車代 10,000 円

ビ ン ゴ 景 品 代 30,000 ㈱ホエル

合　　計 410,073

※記念事業積立金：120,000 円　（5,000 円× 24 名）　未納会員：７名

※たけのこ掘り券：27,000 円　（目下販売中）

以上ご報告いたします。

引きつづき「たけのこ掘り券」購入にご協力ください。



第 1953 回例会　2018. ２. １　曇り　司会　度会会員

　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（28 名）17 名　61.01％

　欠席：伊東・平山・藤代・守屋・松本・鯨井・大家・長野・斉藤（守）・斉藤（英）・輪湖・（相澤・柴田・

　　　　織戸）各会員

◎ゲスト　米山奨学生　劉　雪菲丹様

山﨑会長

　今日から２月となります、本日の定例理事会では新年会の会計報告と、次年度の新年会について欠席会員

が多いことから土曜日の夜を例会日の木曜日の昼や夜に変更する、ご提案をいただきました。

　会員の欠席理由が他の団体の新年会と重なる、多忙を理由に欠席する会員が多いからです。

　「木曜日では会員は出席できるが家族は参加できない」ご意見もあり、アンケートも一手と思います。

　ロータリーの恒例行事が、少しずつ変化していきそうです。

　来週、２月６日（火）第二分区の IM です、発表者の山本会員、水庫会長エレクトどうぞ宜しくお願いします。

瀧幹事

１．２月のロータリーレートは１ドル 110 円です。

２．次年度ガバナーより次年度地区委員の仮委嘱状が参りました。

　・山﨑新一会員に　2018 ～ 2019 年度　フェローシップ・親睦活動委員会委員に

　・瀧　照正会員に　　　　〃　　　　   会員増強・維持拡大委員会　委員として

　・山本宏子会員に　　　　〃　　　　   社会奉仕委員として それぞれ委嘱されました。

３．地区チーム研修セミナーのお知らせ

　　日　時：2018 年３月３日（土）　登録：13：00　点鐘：13：30

　　場　所：TKP ガーデンシティ千葉（カンデオホテルズ千葉）　３Ｆ「シンフォニア」

　　　　　　千葉市中央区問屋町１－ 45

　　登録料：3,000 円（懇親会費）　締切：２月９日（金）迄

　　出席者：地区委員　山﨑会員・瀧会員・山本会員

山﨑会長とご夫人誕生日祝い

鈴木（隆）会員と佐々木会員

米山奨学生　劉さんへ奨学金贈呈

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



４．地区奉仕プロジェクト統括委員会会議のお知らせ

　　日　時：2018 年２月 13 日（火）18：00 ～ 21：00（弁当の用意があります）

　　場　所：千葉商工会議所第２ホールＣ（14 Ｆ）　千葉市中央区中央２－５－１

　　参加者：奉仕プロジェクト統括委員長・職業奉仕委員長・社会奉仕委員長・国際奉仕委員長・

　　　　　　青少年奉仕委員長

　　締　切：２月 10 日迄　※大原次年度奉仕活動統括委員長出席

５．次週は第２分区インターシティーミーティングです。お間違いの無いように

　　日　時：２月６日（火）　登録開始：13：00　　点鐘：13：30

　　場　所：船橋グランドホテル

　　協議会：13：30 ～ 17：00　懇親会：17：10 ～ 18：30

　　発表者：水庫会長エレクト・山本宏子会員

　　登録料：6,000 円の内 3,000 円を徴収いたします。ご協力ください。

　　※２月８日（木）の例会は振り替え休会です。

６．次次週　２月 15 日（木）は職業奉仕委員会による千葉地方裁判所「法廷見学」です

　　集　合：９：00　千葉県弁護士会館４Ｆ　　裁判所見学：10：00

　　昼食・例会：うなぎ「正木屋」

　　登録料：クラブ負担

　　※出席者には、弁護士会館と地方裁判所の地図をお渡しいたします。

７．2790 地区大会のお知らせ

　　大会第１日目：２月 24 日（土）　登録：12：30　点鐘：13：00　　RI 会長代理晩餐会：17：50 ～

　　　　　　　　　場　所：ホテルザ・マンハッタン（会長幹事）

　　大会第２日目：２月 25 日（日）　登録：８：30　点鐘：９：30

　　　　　　　　　場　所：ホテルニューオータニ幕張（会員全員）

　　登録料：6,000 円を徴収いたします。

８．米山記念奨学会より米山特別寄付をされた会員に、確定申告用の領収書が届きました。

　　・相澤友夫会員に 20 万円の領収書

　　・山﨑新一会員に 10 万円の領収書

　　・大原俊弘会員に 10 万円の領収書

　　・瀧　照正会員に 10 万円の領収書

　　・草野宏隆会員に 10 万円の領収書

９．ロータリー財団より財団に特別寄付をされた会員に確定申告用の領収書が届きました。

　　・斉藤　守会員に 1000 ドル（112,000 円）の領収書

　　・山口習明会員に 1000 ドル（112,000 円）の領収書

　　・相澤友夫会員に 1000 ドル（112,000 円）の領収書

　　・大原俊弘会員に 2000 ドル（224,000 円）の領収書

　　・鈴木恭浩会員に 1000 ドル（112,000 円）の領収書

　　・織戸　豊会員に 1000 ドル（112,000 円）の領収書

　　・故橋岡会員に 1000 ドル（112,000 円）の領収書がそれぞれ送られました。

10．2017 ～ 18 年度下期会費納入のお願い

　　納期は１月 30 日となっております。

　　※今月は IM の登録料 3,000 円・地区大会登録料 6,000 円の徴収があります。どうぞご協力お願いします。



理事会報告（２月定例）

１．2018 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　　（１月理事会より継続審議）

　　※当クラブは提出案無と報告することを承認　２／１ガバナー事務所に報告済み

２．ａ）船橋みなと RC 創立 25 周年記念式典出席について

　　　日　時：2018 年３月 10 日（土）　登録開始：17：30　　点鐘：18：00

　　　場　所：浦安ブライトンホテル東京ベイ

　　　登録料：10,000 円 　　締　切：２月 15 日迄

　　ｂ）船橋西 RC 創立 50 周年記念式典出席について

　　　日　時：2018 年４月 21 日（土）　登録開始：16：00　点鐘：16：30

　　　場　所：ホテルザ・マンハッタン

　　　登録料：12,000 円 　　締　切：２月 15 日迄

　　　現在出席者を募集中、会長・幹事・前ガバナー補佐・前 40 周年実行委員長等の出席を検討中

　　※　承認

３．第２分区親睦ゴルフコンペ大会について

　　日　時：2018 年４月 13 日（金）　場　所：鎌ヶ谷 C.C

　　※第２分区より案内が来たら参加要請を行う。承認

４．2018 ～ 2019 年度　各委員長の配属について（水庫会長エレクト）

   

　　※説明通り承認された。

［役員］　　　　　　　　　　　　　　　［理事］　　　　　　　　　　［諸任務］

会長　　　　　水庫　直子　　　　　　藤井　仁毅　　　　　　　　副幹事　　度会　一也

副会長　　　　度会　一也　　　　　　遠田　　毅　　　　　　　　副会計

会長エレクト　瀧　　照正　　　　　　山口　習明　　　　　　　　副 SAA

幹事　　　　　鈴木　隆男　　　　　　中村　和一　　　　　　　　副 SAA

会計　　　　　鈴木　恭浩　　　　　　草野　宏隆　　　　　　　　会計監査

直前会長　　　山崎　新一　　　　　　大原　俊弘

SAA　　　　　三須　榮光

委員会名 委員長 副委員長 委　　員

クラブ奉仕統括委員会 織戸 豊統括委員長② 研修リーダー兼任・各委員長

管理運営

クラブ管理運営統括委員会 遠田 毅統括委員長②

プログラム 草野　宏隆

出席 遠田　　毅

親睦活動 山崎　新一

広　　報
クラブ広報統括委員会 鈴木 恭浩統括委員長②

雑誌会報・広報 中村　和一

会員増強
・

活性化

会員増強・活性化統括委員会 岡田　敏男　統括委員長②

職業分類・会員選考 藤井　仁毅

会員増強・退会防止 藤代清七郎

ロ－タリ－情報 織戸　　豊

奉　　　　仕
プロジェクト

奉仕プロジェクト統括委員会 大原 俊弘　統括委員長③

職業奉仕 大家　浩明

社会奉仕 長野　春信

青少年奉仕 鯨井　祐介

国際奉仕 大原　俊弘 佐々木光博

財団・米山

財団・米山統括委員会 度会 一也　統括委員長③

ロ－タリ－財団 鈴木　恭浩

米山奨学会 山口　習明

※統括はパスト会長が 2 ～ 3 年務めます



５．2018 年度米山奨学生のカウンセラー及び世話クラブの引き受けについて

　　締　切：２月 15 日迄

　　※当クラブは２年間連続で世話クラブ、カウンセラーを引き受けたので、今回は見送りを承認。

６．米山奨学生　劉　雪菲丹さんの送別例会について

　　日　時：３月 29 日（木）　18：00 ～

　　場　所：検討中

　　※会員会費：5,000 円　後は情報研修会を行う。

　　　親睦委員会費・例会食事費・情報委員会費で行う　承認

７．たけのこ掘り例会について

　　日　時：４月 28 日（土）　斉藤守会員の竹林

　　・ロータリーデーとして社会奉仕委員会費・親睦委員会費・例会食事費で賄う。予算は前年度並み

　　・ボーイスカウト・青い鳥ホームも招待する。

　　・バーベキュー等は鯨井会員にお願いする。ボーイスカウトにはトン汁をお願いする。

　　※承認

８．第 41 回 RYLA 参加者報告　・青少年委員長鯨井会員

　　青少年：佐藤陸哉（19 歳）・倉内愛花（19 歳）・朝比奈恵（18 歳）以上４名

　　※登録料１名 15,000 円は例年通りクラブ負担として承認

９．財団補助金申請事業について

　　※桜の植樹事業は 10 月 24 日（水）に行う予定（長野社会奉仕委員長より報告）

「報告事項」

　１．新年家族会会計報告（別紙）

◎各委員会報告

　雑誌会報委員会　山本委員長　「ロータリーの友　2018 年２月号を読む」

　　　本日の卓話

　　　　３つのお祝い 会員スピーチ　　ご婦人誕生日　　鈴木（隆）会員・佐々木会員

・佐々木さん戌年ですが、私も１回り上の戌年です。鈴木さん奥さんともどもインフルエンザに気をつけま

しょう。今日の例会出席が少なく残念です。 岡田　敏男

・又、雪が降る予報が出ています。皆様お身体にお気をつけてお過ごしください。 山口　習明

・本日またもや雪模様、皆さん、足元注意です。 草野　宏隆

・草野さん新年会送迎ありがとうございました。いつもお世話になり感謝いたします。 遠田　　毅

・仕事のやりくりがつかず本日も早退させていただきます。 山本　宏子

・バレンタイン記念品を頂いて、急な会議で欠席です。申し訳ありません。 鈴木　恭浩



・妻の誕生祝を頂きありがとうございます。 鈴木　隆男

・妻にお祝いを貰って。 佐々木光博

次回例会予告

※２／６（火）

　13：00 ～　第２分区 I.M.　船橋グランドホテル

※２／ 15 の例会は職場見学

　「千葉地方裁判所刑事事件・裁判所に行こう」

　９：00 に千葉県弁護士会４Ｆ大会議室集合になります。お間違えの無き様お願い致します。

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ２月１日　20,000 円 累計　807,000 円

（但し　記念事業積立金 125,000 円・竹の子券販売 51,000 円含む）

２月６日（火）　第２分区インターシティー

 ミーティング（IM）

　　８日（木）　６日I.M.に振替

　　15日（木）　職業奉仕委員会

　　　　　　　「裁判所に行こう」 例会

　　22日（木）　25日地区大会に振替

　　24日（土）・25日（日）

　　　　　　　地区大会

　　　　　　　

週報今週の担当　　　山本・中村

２ 月 の プ ロ グ ラ ム


