
BE THE INSPIRATION

第 2019 回例会　2019. ６.20

新入会員歓迎例会

於：船橋酒場「ふなぞう」　　時間：18：30 点鐘

◎本日の出席状況

　出席：29 名（25 名）中　13 名　52.00％

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

　　　　輪湖・山本・（藤井・相澤・柴田・山口）各会員

◎ビジター：金子　研一　様

　　 〃　 　佐久間雅徳　様

　　 〃　 　鈴木　　郎　様

◎ゲスト：　遠田なほみ様　　山﨑由起子様

◎メークアップ

　６／ 20 分　中村・三須・鈴木（恭）・大原～理事会
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水庫会長

　本日は、佐々木会員の歓迎会懇親会兼夜間例会です。

　先にご報告ですが、７月から入会予定の金子会員も本日、この会に参加されます。

　私がお声をかけてお呼びしました。実は佐々木会員の入会に当たり、正式な紹介者は織戸会員ですが、金

子会員と佐々木会員は仕事上のお付き合いがあり、佐々木会員の入会を後押ししていただいたという経緯が

ございます。

　それから７月に金子会員から新たな入会希望者の推薦を出していただけるということで、予定が合えばそ

の方を今回の懇親会に連れていらっしゃるというお話もございました。

　残念ながら入会希望の方は本日、仕事の都合が合いませんでしたので、次回例会にお見えになる予定です。

皆様、ご理解の程よろしくお願い致します。

　水庫年度、最後の夜間例会となります。本日は、皆様懇親を深めていただきますよう、お願い致します。

鈴木（隆）幹事

１．2020 年ロータリー国際大会　ホノルル国際大会登録のお願い（予備調査）

　　日　時：2020 年６月５日～　　※回覧します

　　参加希望者は事務局までお知らせください。

　　返　信：７月 12 日迄　ガバナー事務所迄

２．2019 ～ 20 諸岡靖彦ガバナー年度

　　「2019 年規定審議会参加報告の集い」開催のご知らせ

　　日　時：2019 年７月 30 日（火）　登録開始：12：30　開　会：13：00

　　閉　会：16：40

　　場　所：千葉市市民会館地下　小ホール　千葉市中央区要町

　　参加者：１クラブ　４名迄

　　締　切：７月 16 日（火）迄　　諸岡ガバナー事務所迄

・今日は参加させていただきありがとうございます。 鈴木　朗　様

・本日は参加してとてもよかったです。 佐久間　雅徳　様

・きっと、おそらく、多分、間違いなく、わたくしのためだけに集まってくださりありがうございます。素

晴らしいクラブに入会できました。 佐々木　隆幸

・久しぶりの夜間例会、佐々木さん入会おめでとうございます。金子さんも復帰で本当に良かったです。

 草野　宏隆

・美味しいお酒と料理、楽しいお話新入会員の佐々木様、ゲストのお二人、奥様方、金子様、皆様ありがと

うございました。例会が賑やかで嬉しいです。今晩はご馳走様でした。 事務局　西川典子

・佐々木会員、ようこそ船橋東ロータリークラブへフレンドリーな当クラブでの活躍を期待しております。

 山﨑　新一

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



・佐々木会員の歓迎夜間例会、皆様お集まりいただきましてありがとうございました。会長ラスト２回にな

ります。 水庫　直子

・佐々木さんの歓迎会こんなに盛り上げってます。新入会員の２人も来てます。私は迄仕事をしてます。水

庫会長ご苦労様さまでした。 岡田　敏男

・本日は楽しい一夜をありがとうございました。又、ご利用頂き重ねてお礼申し上げます。 織戸　豊

・佐々木会員、熱烈歓迎いたします。バブルを愛する同市よろしく！山﨑会員の娘さん、バトミントン優勝

お目出とうございます。 鈴木　隆男

・佐々木会員の入会を祝しての夜間例会、鈴木朗さん、佐久間さんようこそ、毎週昼例会でが、月に一度夜

例会にする予定です。是非ご入会を！ 遠田　毅

６月 20 日（木）夜間例会会計報告
収　入 単位：円

項　　目 金　　額 備　　考

会 　 　 　 費 32,000 2,000 円× 16 名

例 会 食 事 費 46,860 第 2019 回例会

合　　　計 78,860

支　出 単位：円

項　　目 金　　額 備　　考

宴 会 費 78,860 ふなぞう　飲み込み（１名分おまけ）

合　　　計 78,860

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ６月 20 日　12,000 円 累計　1,057,500 円

（内記念事業献金 145,000 円含む）



第 2020 回例会　2019. ６.27　曇り　司会　草野会員

　ロータリーソング　「手に手つないで」

◎本日の出席状況

　出席：29 名（27 名）中　19 名　70.37％

　欠席：藤代・伊東・平山・守屋・松本・長野・中村・三須・輪湖・山本・斉藤（守）・（相澤・山口）

 各会員

◎ゲスト：第２グループガバナー補佐　田中　一邦様（船橋南 RC）

◎ビジター：船橋 RC　山田　聡様

◎メークアップ

　６／ 27 分　中村・～理事会　　三須～Ｅクラブ



水庫会長

　いよいよ水庫年度の最終例会となりました。１年間、本当に早かったです。

　１年間を振り返りますと、年度の途中で 2000 回という節目を迎えられたことは、とても思い出深いです。

　１月初回の例会日にインフルエンザにかかり休んでしまいましたが、それ以外は病気で休むことはありま

せんでした。

　今年度、目標として「感謝の気持ちを持とう」ということで、活動して参りました。

　会長として毎週、例会の案内メールを皆様に配信するという自分に課した決め事は守れました。後半に少

しずつですが効果も出てきたように思います。

　当クラブ始まって、初の女性会長という重責で、当初は「私で本当に務まるのだろうか」と不安ばかりで

したが、何とかゴールまでたどり着きました。この間、事務局の西川さんには大変助けていただきまして、

本当にありがとうございました。

　また特に親睦の山﨑会員、プログラムの中村会員、そして幹事の鈴木隆男会員には、お世話になり、感謝

申し上げます。会員の皆様、さまざまな行事へのご協力ありがとうございました。

　これからも、会員としてクラブに貢献していけるよう、自分ができる範囲で頑張っていきたいと思います

ので、今後ともよろしくお願い致します。

鈴木（隆）幹事

１．次年度ガバナー諸岡　靖彦氏より、次年度地区役員の委嘱状が届いております。

　・岡田敏男会員に、地区監査委員会　兼　Ｒ財団資金監査委員として

　・山﨑新一会員に　職業奉仕委員会委員として、それぞれ委嘱されました。

２．2019 年規定審議会による　クラブと地区に関する重要な変更について

　・出席：欠席の補填は１年間内に行える。

　・クラブ会長：後任者が選出されない場合、１年まで任期を延長できる。

　・クラブ財務：年次総会に現年度と前年度の収支の中間報告を行う。

　・クラブ人頭分担金：今年度は人頭分担金は半年 34 ＄。今後３年間年に 50 セントずつ増額される。2022

～ 23 年度は半期ごと 35 ＄50 セントになります。

　・クラブの名称又は所在地域の変更：通告期間の延長が認められ会員トガバナーに少なくとも 21 日前に

行うこと

　・クラブの規則：推奨ロータリークラブ定款の文言が自然で読みやすくなるよう簡素化された。

　・職業分類：職業分類の制限が廃止され、特定の職業分類の会員の適切な数をクラブ自ら決定できます。

又選挙又は任命によって公職にある人も、その職務と関連する職業分類を使って入会することができます。

３．次年度より会費納入について　今までは行事のつど集金しておりました。

　・記念事業積立金　　 5,000 円

　・第２グループ IM　　3,000 円

　・ 〃 情報研修会費　  3,000 円

　・地区大会経費　　　 6,000 円　合計 17,000 円を

　・上期会費 135,000 円に乗せて　152,000 円を集金いたします。

　　  欠席会員等多く集金に大変時間がかかり苦慮しておりました。ご協力をお願いいたします。

　　※尚、下期会費は従来通り 135,000 円です。詳細をお配りしますのでよろしくお願い申し上げます。

幹 事 報 告

会 長 挨 拶



４．日本のロータリー 100 周年実行委員会記念事業委員会より

　　「日本のロータリー 100 周年記念ピンバッチ」申し込みについて

　　１個：200 円　　申し込みはクラブで 10 個以上で　希望者は事務局迄

５．次週７月４日（木）の例会は 2019 ～ 20 年度の最初の例会です。欠席の無いようお願いします。理事会

は 11 時より開始いたします。

６．皆様のお手元に今年度最終の積立金による、資格取得一覧表をお配りしております。

　　現在の残高の記載もあります。ご確認ください。一年間ご協力ありがとうございました。

７．前年度会長幹事慰労夜間例会のお知らせ

　　日　時：2019 年７月 18 日（木）　受付：18：00　　点鐘：18：30

　　場　所：北習志野　鰻「宮川」　会費：5,000 円　（他クラブ補填 3,000 円）

　　締　切：７月 11 日（木）

◎各委員会報告

　親睦委員会：山崎委員長

　　お客様紹介　第２グループガバナー補佐　田中一邦様　船橋 RC 山田様

　　６／ 20 新入会員夜間例会収支報告　会場：ふなぞう 18：30 ～

　会計：鈴木（恭）会計監査と決算状況

　委員会年間活動報告

　　委嘱状：岡田会員・山﨑会員

　　宣誓式：次年度会長・幹事・役員

　　会長・幹事記念品贈呈式

　　SAA：鯨井副委員長

　　　本日の卓話

　　　　　　　　一年間のガバナー補佐活動について 第２グループガバナー補佐　田中一邦様

・本日で水庫年度の最終例会となりました。皆様本当にありがとうございました。一年間何とか無事に務め

ることができ感謝しております。 水庫　直子

・皆さまのお蔭で一年間どうにか幹事を務めることが出来ました。船橋東 RC 皆様に感謝。 鈴木　隆男

・度会次年度会長、ゴージャスなクラブのかじ取りお願いします。エースの草野次年度幹事にタスキを無事

渡せてほっとしております。 鈴木　隆男

・水庫会長、鈴木幹事一年間当クラブの為にご尽力いただき本当にありがとうございました。お疲れ様でし

た。感謝。 大家　浩明

・田中ガバナー補佐様、一年間第２グループの頭として頑張っていただきありがとうございました。くれぐ

れもご自愛ください。 大家　浩明



・皆さん、色々ありがとうございました。 斉藤　英明

・一年間船橋東クラブの皆様に大変お世話になりありがとうございました。たくさんのインスピレーション

を頂き楽しい一年間でした。 田中　一邦

・水庫会長・鈴木幹事一年間大変お世話になりました。楽しく有意義な年度をありがとうございました。こ

れからもよろしくお願いいたします。 事務局　西川　典子

・山﨑様、長年にわたり、事務局の送迎をしてくださり厚くお礼申し上げます。今後もご指導賜りますよう

お願いいたします。ありがとうございました。 事務局　西川　典子

・６月 13 日の次年度会員増強委員会にご出席の皆様、有意義な会を開けました。ありがとうございました。

 次年度会員増強委員会

・田中ガバナー補佐、水庫会長・鈴木幹事一年間ご苦労様でした「りん」の原稿もありがとうございました。

「りん」24 号は来月中ごろに発行予定です。来期もよろしくお願いいたします。 藤井　仁毅

・先日の「夏至コンペ」雨の中 1,5 ラウンドご苦労様でした。又来年もよろしく。大原さんいろいろありが

とうございました。優勝おめでとう！ 藤井　仁毅

・水庫・鈴木丸の無事の帰港を祝して！一年間ご苦労様でした。次年度はユックリ食事ができますよ。

 遠田　毅

・午前中、船橋市 1,6 歳児歯科検診を終えて、なく子は歯を診れるけど、どうしても口を開けない子がいて

閉口しました。 遠田　毅

・田中ガバナー補佐一年間ご苦労様でした。キチマンジャロで尺八を！実現できず残念でしたね。再チャレ

ンジをお祈りいたします。 遠田　毅

・直子さん、鈴木さんお疲れ様でした。特に直子さんは公私ともにお世話になりました。 鯨井　祐介

・水庫・鈴木会員一年間お疲れ様でした。引き続き委員よろしくお願いいたします。 度会　一也

・水庫会長一年間お疲れ様でした。大変お世話になりました。今後ともよろしくお願いいたします。又、先

週の懇親会開催頂感謝です。 佐々木　隆幸

・水庫会長一年間お疲れ様でした。いつも明るく笑顔を絶やさず挨拶良かったです。 柴田　正道

・水庫会長、鈴木幹事一年間ご苦労様でした。 草野　宏隆

・月曜日の夏至コンペ参加された皆様、雨の中お疲れ様でした。それにしても藤井先生のパワーには尊敬し

ます。 草野　宏隆

・夏至コンペ参加の皆様雨の中お疲れ様でした。大原会員優勝おめでとう！！草野会員４位、パチパチ！藤

井会員 78 名中 18 位は凄い！！ 山﨑　新一

・水庫会長、鈴木幹事一年間お疲れ様でした。７月 18 日「慰労会」ではじけてください！！バンザーイ

 山﨑　新一

・夏至コンペで優勝させていただきました。皆様のお蔭です。ありがとうございました。 大原　俊弘

・水庫会長・鈴木幹事一年間ご苦労様でした。会員増強は＋－０ですが、７月から入会が増えることを期待

します。 岡田　敏男

・水庫・鈴木年度お疲れ様でした。立派な年度だったと思います。これからの女性会長の道を創られました。

 織戸　　豊

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ６月 27 日　39,000 円 累計　1,094,500 円

（内記念事業献金 145,000 円含む）



次回予定

　新年度理事会　７／４　11 時より

　会員スピーチ

７月４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

　　11日（木）　各委員会活動計画発表

　　18日（木）　前年度会長幹事慰労夜間例会

　　25日（木）　

週報今週の担当　　　草　野

７ 月 の プ ロ グ ラ ム


