
BE THE INSPIRATION

第 1973 回例会　2018. ７. ５　曇り　司会　中村会員

　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：29 名（27 名）中 20 名　74.10％

　欠席：伊東・平山・松本・守屋・大原・長野・斉藤（守）（相澤・柴田）各会員

◎メークアップ

　７／５～大原～米山Ｅクラブ

◎ 100％以上

　７／４～水庫～第２グループ会長幹事会

水庫会長　挨拶 クラブテーマの前で　水庫会長、書の揮毫者山口会員鈴木隆男　新幹事
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水庫会長

　2018 ～ 2019 年度の会長を務めます、水庫直子です。

　今日は第１回目の例会ですので、自分の考えや抱負を述べたいと思います。

　何度も申し上げておりますが、この船橋東ロータリークラブ初の女性会長となります。

　金子研一元会員の紹介で、クラブに入会しましたのが 2010 年３月ですので、現在９年目になりました。最

初は右も左も分からない状態で、とにかく例会に出席するように、との教えを守り、入会以来メークアップ

含めて皆出席を続けております。

　クラブは今年度、前年度より３名減の 29 名でのスタートとなります。

　会長としてまず今年度のテーマをどうしようか、と考えた時に自然と「感謝の気持ち」という言葉がおり

てきました。私はクラブに入会してから、お陰様で業績は順調、お客様のご紹介もよりいただくようになり

ました。

　クラブに関わるための時間は、相当さいておりますが、ありがたいことと考えております。

　人や会社にまつわる仕事をしておりますので、日頃から周囲の方々との繋がりを大切にしています。

　そういう意味で、このロータリークラブは自分自身の修行の場、成長させていただく場所です。

　私の目標は、会員の皆様が毎週来て楽しいと思えるクラブの雰囲気を作ることです。

　まずは自分自身が楽しむこと。

　それこそが RI 会長、バリー・ラシン氏のテーマ「インスピレーションになろう」ということだと思いま

す。

　そのために大切なことは、何事にもまず感謝の気持ちを持つことだと思います。何をするにも、ひとりの

力では限界があります。お互いに助け合い、相手を認めることで、一緒に何かを成し遂げようという「想い」

が芽生えます。

　他から何かを頼まれる時、それが困難な事柄や、自分が大変な時である程、「今、自分は試されている」と

感じます。もちろん出来ない時もあるのですが、やってみよう、今回ダメでも次には出来るかもという姿勢

が大事ではないでしょうか。色々な行いは必ず、形を変えて自分の元にかえってきます。

　直近の目標は、長期欠席の方に、１回でも２回でも良いから顔を出してもらうことです。

　１年間、至らない点も多いと思いますが、叱咤激励の程、宜しくお願い致します。

会 長 挨 拶



鈴木（隆）幹事

※　前年度末、残念なことに佐々木会員・瀧会員２名の退会者があり、今年度会員数は 29 名のスタートとな

りました。

１．例会臨時変更のお知らせ

　　船橋みなとRC

　　　・2018 年７月 31 日（火）の例会は定款第８条第１節 ⒞ 項により休会

　　　・８月 14 日（火）の例会はお盆休みといたします。

　　船橋RC

　　　・７月 17 日（火）の例会は定款第８条第１節 ⒞ 項により休会

　　　・８月 14 日（火）の例会はお盆休みといたします。

２．2018 ～ 19 年度地区役員の委嘱状が届いております。

　　・山崎　新一会員にフェローシップ・親睦活動委員会　委員として

　　・山本　宏子会員に社会奉仕委員会　委員として

　　委嘱されました。

３．地区会員増強・維持拡大セミナーのお知らせ

　　日　時：８月 25 日（土）　　登録 13：30　　点鐘：14：00　　閉会：17：00

　　場　所：TKP ガーデンシティ千葉４Ｆ　（カンデヲホテルズ千葉内）

　　　　　　千葉市中央区問屋町１－ 45　TEL 043 － 302 － 1721

　　参加者：水庫会長・鈴木幹事・岡田会員増強統括委員長

　　登録料：無料　　締切：７月 31 日迄

４．ロータリー財団セミナーのお知らせ

　　日　時：９月１日（土）　　登録 12：30　　点鐘：13：00　　終了予定：16：30

　　場　所：TKP ガーデンシティ千葉　千葉市中央区問屋町１－ 45　TEL 043 － 302 － 1721

　　参加者：鈴木恭浩財団委員長　水庫会長　鈴木隆男幹事

　　登録料：3,000 円　　締切：７月 31 日

５．前年度会長・幹事慰労夜間例会について

　　日　時：７月 19 日（木）　　点鐘：18：30

　　場　所：魚 unLoc

　　会　費：5,000 円（費用 10,000 万円のところクラブ負担 5,000 円）

　　締　切：７月 12 日

６．クラブ活動計画書が出来上がりました。

　　訂正箇所がありましたら事務局にご連絡ください。

７．2018 ～ 19 年度上期会費納入のお願い

　　上期会費：135,000 円を７月 30 日までにお振込みください。

　　※詳細は各自メールボックスに配布済みです

８．2017 ～ 2018 年度　寺嶋ガバナー事務所閉鎖のお知らせ

　　６月 30 日にて閉鎖されました。

９．前年度ガバナー補佐　国分裕二様よりガバナー補佐退任に当たりお礼状が届いております。

幹 事 報 告



10．国際ロータリー日本事務局より　速報

　　2018 年６月 RI 理事会決定により、　2018 年７月の RI への支払いの中、規定審議会追加費が 1.5 ＄から

１＄に減額された旨、お知らせがありました。請求は７月中ごろです。

回覧物

・ROTARY　財団ニュース７月号

・比国育英会バギオ基金　よりバギオだより

理事会報告（７月定例）

１．事務局員の理事会へのオブザーバー出席について

　　※承認

２．本クラブ銀行口座について

　　クラブ細則第 11 条第１節による。　※京葉銀行北習志野支店とする。

　　※承認

３．ニコニコボックス収益より、財団・米山奨学会への特別寄付金のパーセンテージ及び送金方法について

　　※各２％とする。送金は月間に行う

　　※承認

４．メークアップの確認について

　　※クラブ定款第 12 条、「出席」第１節 ⒜ 項～７及び第２節、ことに第１節 ⑸ 理事会の承認の奉仕プロ

ジェクトの会合 ⑹ 理事会の会合等に出席することなど

　　※承認

５．クラブ職業分類表の確認

　　部類：30　分類：138

　　職業分類の変更について

　　・度会一也会員が「歯科医」～「不動産管理」に分類変更しました。

　　※承認

６．出席免除会員の確認

　　※クラブ細則第 12 条「出席」第３節 ⒝ 項による

　　・相澤・藤井・織戸・柴田・遠田・山口　各会員６名

　　※承認

７．名誉会員の確認

　　※定款第 10 条第６節 ⒜ 項により毎年見直しを行う

　　・宮坂和市・大久保忠男・武市　弘元会員

　　※新たに佐々木光博元会員を名誉会員に推薦することを承認

８．各委員会の支出限度額について

　　※３万円以上は理事会の承認を得る。

　　※承認



９．各諸団体への会費納入について

　　※船橋市国際交流協会：２万円　　社会福祉協議会：３万円　　ひがふなフェスタ：３万円

　　※今年度より船橋市社会福祉協議会の会費は２口　20,000 円とすることを承認

10．今年度クラブ登録料のクラブ負担について

　　※原則クラブ食事費 2,500 円の補填を行う。

　　　但し年次大会は 6,000 円を徴収する。（地区に分担金として 7,600 円を支払い済み）

　　※承認

11．定款第８条「会合」第１節による休会について

　　・８／ 16：お盆休み　　12 ／ 27：年末休会　　１／３：年始休会　の３回

　　※承認　但し来年５月より元号が変わるので、その時対応すること。

12．親睦委員会より三つのお祝い品について

　　・会員誕生祝い：風呂敷包菓子：3,500 円

　　・夫人・主人誕生祝い：花花クラブより生花　4,000 円

　　・結婚祝い：ワイン：4,000 円

　　※承認

13．前年度会長幹事慰労夜間例会について

　　日　時：７月 19 日　　点鐘：18：30

　　場　所：魚 unLoc

　　会　費：5,000 円（費用 10,000 円の内、クラブ補填金 5,000 円）

　　※承認　クラブ名誉会員に参加を呼び掛ける

14．８月 23 日（木）卓話：大木武士様　「きらきら眼鏡」　　卓話料：お車代 10,000 円

　　※承認

15．ガバナー公式訪問について

　　日　時：９月 27 日（木）

　　　　　　会長幹事との懇談：　　　　例会：12：30 ～ 13：30　　協議会：13：40 ～ 15：10

　　場　所：船橋グランドホテル　３クラブ合同（鎌ヶ谷・南・東）

　　※９月 13 日（木）ガバナー公式訪問に備えクラブ協議会

　　※承認

16．今年度献血活動について

　　日　時：９月 30 日（日）10 時～ 16 時

　　場　所：JR 東船橋南口　ひがふなフェスタ会場　協賛金３万円は支出済み

　　※承認　９月初めに参加者の出欠を取る。

17．10 月 17 日（水）第２グループ情報研究会を第 1987 回例会にする件

　　次の日、10 月 18 日（木）も通常例会第 1988 回例会とする件

　　※承認

18．ソングリーダーの交代について

　　※水庫ソングリーダーが会長になったので後任は山本会員、副は三浦会員に決まる

19．８月は会員増強月間の為８月９日（木）に増強に関する卓話を企画する。

　　※岡田増強統括委員長が卓話者を決める



◎各委員会報告

　出席委員会より年間皆出席者表彰

　　ホームクラブ 100％皆出席　：山﨑会員

　　メークアップ 100％皆出席者：水庫・鈴木（恭）・鈴木（隆）・大原・草野・岡田・度会・三須・

　　　　　　　　　　　　　　　　（佐々木・瀧）各会員

　　昨年度年間平均出席率：83.81％

　３つのお祝い

　　７月会員誕生祝い　　：度会・鈴木（隆）・松本・中村各会員

　　ご夫人・ご主人誕生祝：輪湖みづき様・松本祐加子様・長野寛子様・岡田博子様・大家桂子様・

　　　　　　　　　　　　　平山美華様

　　結婚祝い：なし

会計報告

　予算報告、監査報告

　　　本日の卓話　　　３つのお祝い会員スピーチ

・一年間頑張ってください。 佐々木光博

・いよいよ会長年度がスタートしました。鈴木幹事と共に１年間頑張ります。よろしくお願いたします。

 水庫　直子

・幹事の重責を担いロータリーに一心不乱に頑張ります。皆様１年間よろしくお願い申し上げます。

 鈴木　隆男

・水庫会長・鈴木隆男幹事一年間よろしくお願いいたします。精一杯応援していきます。 山崎　新一

・水庫会長、鈴木隆男幹事、一年間よろしくお願いします。 大家　浩明

・水庫・鈴木隆男丸の船出を祝して、女性初会長と平成最後の年を大いに盛り上げましょう。 遠田　　毅

・水庫会長、鈴木（隆）幹事、今期の門出をお祝いします。一年間感謝を忘れずに頑張りましょう。

 草野　宏隆

・水庫・鈴木丸の船出おめでとうございます。一年間よろしくお願いいたします。 織戸　　豊

・水庫・鈴木（隆）年度の出発を祝います。よろしくお願いします。 斉藤　英明

・水庫会長・鈴木幹事、一年間のスタート無事に動きましたが、お身体をいたわってください。 山口　習明

・水庫会長のテーマ「感謝」額装のお礼ありがとうございました。「感謝」 山口　習明

・水庫会長・鈴木幹事、一年間頑張ってください。一年間はあっと言う間ですよ。元ガバナー補佐の経験で

す。会員増強が一番重要です。 岡田　敏男

・水庫丸の出向おめでとうございます。バンザイ、バンザーイ・バンザイ、一年間よろしくお願い申し上げ

ます。 三須　榮光



・水庫・鈴木（隆）年度の船出を祝う、水庫会長の挨拶も素晴らしく良い年度になるでしょう。よろしくお

願いします。 藤井　仁毅

・新年度のスタートおめでとうございます。水庫会長・鈴木隆男幹事益々良い年度になりますよう、ご活躍

をお祈り申し上げます。ご指導よろしくお願いいたします。 事務局　西川　典子

・お誕生祝いを頂きました。47 歳になります。来週２番目の子供が誕生予定です。 中村　和一

・妻の誕生祝を頂いて感謝します。68 歳になりました。元気で当事務所・テニス・水泳と頑張っております。

10 月 20 日気仙沼南 RC には同行予定です。 岡田　敏男

・妻桂子の誕生祝を頂きありがとうございました。毎年大変助かります。 大家　浩明

・誕生祝を頂きありがとうございます。今年も良い一年になるよう頑張ります。 度会　一也

・誕生祝いを頂きありがとうございます。 鈴木　隆男

・本日は会議があり早退します。申し訳ありません。水庫会長。今年一年よろしくお願いします。

 山本　宏子

・「りん」22 号お陰様で立派に出来ました。ありがとうございました。 藤井　仁毅

次回予定　各委員会活動報告

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ７月５日　71,000 円 累計　71,000 円

７月12日（木）　各委員会活動計画発表

　　19日（木）　前年度会長幹事慰労夜間例会

　　　　　　　場所：魚　unLOC　点鐘：18:30

　　26日（木）　第１回

　　　　　　　第２グループガバナー補佐訪問

８月２日（木）　三つのお祝い　会員スピーチ

　　　　　　　理事会

週報今週の担当　　　山　本

７・８月のプログラム


