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山崎会長・瀧幹事

記念品を手に

山﨑会長・瀧幹事
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山崎会長・水庫次期会長

瀧幹事・次期鈴木幹事

新旧会長バッチ交換

新旧幹事バッチ交換

佐々木会員退会挨拶

佐々木会員に記念品贈呈
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山本会員

ロータリーソング 「手に手つないで」
◎本日の出席状況
出席：31 名（28 名）中

18 名

64.30％

欠席：伊東・藤代・守屋・松本・長野・平山・三須・斉藤（守）・斉藤（英）・輪湖・（相澤・藤井・柴田）
各会員
◎退会者：瀧照正会員・佐々木光博会員
※６月末の会員数は：29 名

幹 事 報 告

山﨑会長

本日をもって 2017 年度～ 2018 年度会長挨拶を終了させていただきます。
年度始まりの７月 15 日（土）長野社会奉仕委員長や会員のご協力によりにより、前原小学校合奏部支援演
奏会を東部公民館にて、船橋市教育委員会や地域の市民の皆様をお迎えし盛況に開催できました。地域の社
会奉仕貢献活動は、度会財団・米山統括委員長や山口財団委員長の地区財団補助金申請により有意義な活動
と承認され補助金が支給され楽器の寄贈ができました。
会場準備に参加されていた亡き橋岡会員の笑顔が忘れられません。
三須会員により橋岡会員のお別れの会が、この例会場にて執り行われました、会員が心の「落としどころ」
を得られたと、ご協力に感謝申し上げます。
恒例の会員家族親睦旅行や新年会、タケノコ狩り＆バーベキュー大会、三つのお祝いと草野親睦委員長を
始めとする親睦委員の皆様には例会や行事を賑やかに盛り上げていただきました。
水庫プログラム委員長、委員の皆様一年間ありがとうございました。
その他の委員会の皆様もご苦労様でした、最後に一年間拙い会長を支えてくださった、理事、役員の皆様
に感謝を申し上げます。
年長者の瀧幹事一年間ありがとうございました、お元気で今後もご活躍をされます事を信じています。

会 長 挨 拶

瀧幹事

１．７月のロータリーレートは１ドル 110 円です。
２．気仙沼南ロータリークラブ創立 50 周年記念式典のお知らせ
・日

時：2018 年 10 月 20 日（土） 登録受付：11：30 ～ 12：30
記念式典：12：30 ～ 16：30（講演を含む）
祝 賀 会：17：00 ～ 19：00

・会

場：サンマリン気仙沼ホテル観洋

気仙沼市港町４-19

TEL 0226-24-1200

・登録料：15,000 円
・宿泊場所：サンマリン気仙沼ホテル観洋
気仙沼プラザホテル

料金：8,790 円（税込）
料金：8,790 円（税込）

※

参加締切：８月 20 日 （出席希望者は早めに事務局にお願いします）

※

宿泊はお早めに、個々に申し込みください。
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３．米山梅吉館 50 周年記念事業ご寄附のお願い
2019 年９月に、記念館設立 50 周年の節目を迎えることになり、現在事業の準備中です。
特別寄付１人当たり

１口 3,000 円以上 （クラブ取り纏めて）

◎各委員会報告
水庫会長エレクトから連絡

本日の卓話
新旧会長幹事バッチ交換
新役員宣誓式
記念品贈呈
各委員会活動報告（続き）

・会員の皆さま、一年間拙い会長を支えて頂きありがとうございました。山口師範「情熱」会長で掲げます。
山﨑

新一

・山崎会長、瀧幹事一年間本当にお疲れ様でした。来月からは新会長として自分らしく頑張りたいと思いま
す。

水庫

直子

・山崎会長。瀧幹事一年間本当にお疲れ様でした。反面、瀧幹事と佐々木会員の卒業。寂しい限りです。お
早いお戻りをお待ちしております。

鈴木

恭浩

・幹事として十分な働きが出来ず申し訳ありませんでした。

瀧

照正

・７年間ありがとうございました。

瀧

照正

・山崎会長、瀧幹事１年間ご苦労様でした。水庫会長、鈴木幹事、これから１年間頑張ってください。会員
増強統括として退会会員が出て残念です。
・山崎会長、瀧幹事１年間大変お世話になりました。ご苦労様でした。

岡田

敏男

山口

習明

・山崎・瀧丸の無事の帰港を祝して、一年間ご苦労様でした。次年度からはゆっくり食事ができますね。
・一年間ご苦労様でした。

遠田

毅

佐々木

光博

・山崎会長、瀧幹事一年間お疲れ様でした。かなり他のクラブからの評判が良かったようですので、私も鼻
が高いです。

度会

一也

・山崎会長、瀧幹事、今年度お疲れ様でした。佐々木さん、瀧さん寂しいな～、又復帰を期待しております。
草野

宏隆

・山崎会長、瀧幹事、一年間ご苦労様でした。瀧さん、佐々木さん１年後の再入会をお待ちしております。
鈴木

隆男

・山崎会長、瀧幹事、一年間本当にご苦労様でした。

大家

浩明

・次期会長の水庫さん、次期幹事の鈴木さん一年間よろしくお願いいたします。

大家

浩明
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・山崎会長一年間大変お世話になりありがとうございました。毎週クラブ事務局にお立ち寄り賜り感謝の言
葉もありません。これからもご指導ください。

事務局

・山崎会長。瀧幹事一年間お疲れ様でした。ありがとうございました。

西川

典子

三浦

時子

・佐々木さん例会でお会いできなくなるのは大変寂しいです。体調が良くなったら必ず帰ってきてください。
大家

浩明

・ロータリーは出席、会費納入、ロータリーの友の購読は３大義務です。

山口

習明

・会議が遅れ遅刻してしまいました。すいません。山﨑年度お疲れ様でした。

織戸

豊

・松戸の裁判で遅参しました。申し訳ありません。ところで、京葉・外環の接続でこれまで 45 分のところ
24 分になりました。感謝。

大家

浩明

・昨日は会計監査を事務局で行っていただきました。大変な作業を大家先生ありがとうございました。又会
計の鈴木恭浩先生にもご指導ありがとうございました。

事務局

西川

典子

・イブシ銀の瀧さんが辞めると寂しいな～。大原さんもいびる人がいなくなって。
・・出来るだけ早く戻って
きてください。

織戸

豊

・瀧さん、例会でお会いできないのは本当に残念です。又，お会いできる日を楽しみにしています。ゴルフ
のアプローチレッスンは本当に勉強になりました。

大家

浩明

・佐々木様、長いことありがとうございました。本当に退会されること残念です。北原ガバナーと例会にご
一緒したことが忘れられません。

事務局

西川

典子

・佐々木さん、40 周年記念事業の時、会長とガバナー補佐関係でお世話になりました。時効としたい夜のコ
ンパニオンのこと佐々木さん元気になって又来てくださいヨ。

岡田

敏男

・佐々木光博会員、退会おめでとうございました。あなたは当クラブの最大の功労者です。会長２度、地区
委員、国際奉仕とクラブライフを十分に任務をはたされたました。大変残念です。

山口

習明

・佐々木会員の退会を惜しんで、藤井先生が会長、私が幹事の時に入会されました。ファイヤーサイドミー
ティングで良く飲んで楽しみましたね。

今 週 の ニ コ ニ コ BOX

遠田
６月 28 日

60,000 円

（内記念事業献金 150,000 円

累計

毅

1,222,000 円

たけのこ券 71,000 円含む）

次回予定
７月５日（木） 12 時 30 分

点鐘

11 時

理事会

会長就任挨拶・皆出席者表彰

７月のプログラム
７月５日（木） 会長幹事就任挨拶・
皆出席者表彰・
会計決算予算報告・監査報告・
三つの祝い・理事会
12日（木） 各委員会活動計画発表
19日（木）
26日（木）
週報今週の担当

鈴

木（隆）
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