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三つのお祝い　会員誕生日　おめでとうございます。

ホームクラブ 100％皆出席のみなさま メークアップ 100％皆出席のみなさま
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第 2021 回例会　2019. ７. ４　雨　司会　遠田会員

　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：30 名（29 名）中 18 名　62.10％

　欠席：伊東・藤代・平山・守屋・大原・斉藤（英）・斉藤（守）・長野・金子・山本・輪湖・（相澤）各会員

◎７月三つのお祝い

　・会員誕生：度会・鈴木隆男・松本・中村　各会員

　・配偶者：　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

◎ 2018 ～ 2019 年度　皆出席者表彰

　ホームクラブ 100％：草野・鈴木（隆）・山﨑各会員

　メークアップ含む 100％：水庫・大原・岡田・中村・鈴木（恭）・三須・度会各会員

　出席免除会員：相澤・藤井・遠田各会員

度会会長

　先日、船橋中央ライオンズの恒例行事となったマリンフェスタ 2019 に招待され参加させて頂きました。自

衛隊千葉地方協力本部のご協力を得て第 39 回護衛艦船橋港入港歓迎会で今年度は護衛艦「あまぎり」の一般

公開及び陸上・航空自衛隊装備の展示等を行い乗組員の労をねぎらう懇親会です。

　護衛艦の船橋港入港は、昭和 54 年８月、海洋少年団の関東地区大会が高松宮殿下同妃殿下のご臨席のもと

開催された際に青少年の体験航海事業として始まったと、高校の後輩で現会長の渡辺徹に聞きました。皆様

も東魁楼４Ｆの壁に高松宮殿下の写真が飾られているのを見た方があると思いますがこういうことだったん

ですね。

　当日は元総理の野田さん、松戸市長、木村衆議院議員日色市議会議長など船橋の重鎮が集まっていました

が、同じ私的なクラブが 39 年間このような行事を続けていることを羨ましいと考えました。又、当日に社長

の脇田様が亡くなられたことが回ってきました。お悔み申し上げます。

草野幹事

１．地区補助金が決定しました。（７／３付）

　　プロジェクト名：ミャンマー・ダーベイン村小学校校舎改修及び学用品・文具寄贈事業

　　地区補助金決定額　＄1782　（１＄108 円）　邦貨：192,456 円

　　申請にご努力頂いた鈴木財団委員、国際奉仕の大原会員に感謝いたします。

２．７月のロータリーレートは１ドル 108 円です。

３．2019 年～ 20 年度　ガバナーノミニー・デジグネート（2022 ～ 23 年度ガバナー）

　　候補者推薦について

　　指名委員会は：委員長：青木貞雄、委員：宇佐美透、櫻木英一郎、寺嶋哲生、橋岡久太郎の５名で構成

します。

　　標記ガバナーノミニー・デジグネートを推薦するクラブは 2019 年９月 19 日必着で提出

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



４．2019 年～ 20 年度上期会費納入のお願い

　　先にお知らせいたしましたが、今年度より上期のみ、会費 135,000 円と全員登録する第２グループ、IM

と情報研究会費、その他地区大会分担金、記念事業献金 17,000 円と合計 152,000 円の徴収を致します。ご

協力をお願い申し上げます。

５．今年度活動計画書をお配りいたしました。ご自分の住所等ご確認ください。

６．７月 18 日（木）の前年度会長・幹事慰労夜間例会の出席をお願いいたします。

　　回覧しております。会費は 5,000 円（他クラブより 3,000 円補填しております）

　　出欠をお願いいたします。

回覧

１．日本事務局より財団 NEWS ７月号が届いております。

２．バギオ便りが届いております。

３．橋岡ガバナー事務所が閉鎖されました。

◎理事会報告（７月定例）2019 ～ 2020 年度

１．事務局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節により、※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金より、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について

　　※各３％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 10 条「出席」第１節 ⒜項～７節により

　　ことに⒞項によりメークアップの期間は同年度以内に行わなくてはならない。（１年間有効）

　　・理事会承認の奉仕プロジェクト・理事会の会合等の出席など。

　　※承認

５．クラブ職業分類の確認　　部類：30　　分類：138

　　※職業分類は定款変更により、クラブ定款第９条により廃止され、第９条クラブ会員構成に変更されま

した。但し当クラブは職業分類表はそのまま継続されます。

　　※承認

６．出席免除会員の確認：クラブ定款第 10 条「出席」第５節：出席規定の免除⒜⒝項による

　　・相澤・藤井・織戸・柴田・遠田・山口各会員の６名

　　※⒜項により毎年申請を要する。

　　※承認

７．名誉会員の確認　クラブ定款第８条「会員身分」　第６節「名誉会員」による

　　・大久保忠男氏・佐々木光博氏・宮坂和市氏・武市弘氏　各４名

　　※年理事会にて見直しを行う

　　※承認

８．各委員会へ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

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

　　※承認

10．今年度クラブ登録料のクラブ負担について

　　原則食事費 2500 円の補填を行う。但し年次大会は 6,000 円を徴収する。

　　※承認

11．定款第７条「会合」第１節 ⒟ ⑴ ～ ⑷ による休会について

　　８／ 15　　12 ／ 26　　１／２

　　※承認

　　原則月の第３例会を夜間例会にする件（2019 年６月理事会承認）

　　７／ 18　・10 ／ 17　・11 ／ 21　・12 ／ 19　・１／ 23　・３／ 19　・４／ 16　・５／ 21　・６／ 18

　　※承認

12．親睦委員会より三つのお祝い品について（会員誕生・配偶者誕生・結婚祝い）

　　・生花・焼き菓子・酒の３品から選択制にした。価格はそれぞれ 4000 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 18 日（木）　　時　間：受付：18：00　点鐘：18：30

　　場　所：北習志野「宮川」

　　会　費：5,000 円　他クラブ負担：3,000 円

　　※承認

14．ガバナー公式訪問について（次年度会長・幹事出席）

　　日　時：８月 29 日（木）　鎌ヶ谷 RC と合同

　　場　所：船橋グランドホテル

　　◎会長幹事との懇談会：11：15 ～ 12：00　　例会：12：30　　協議会：13：40 ～ 15：10

　　◎第一部：各クラブ会長方針発表

　　※委員会方針発表は国際奉仕委員長の大原会員の発表とすることを決定

　　◎第二部：直前会長から「クラブの課題と対策方法」

　　◎ガバナー訪問に備えてクラブ協議会８月 22 日（木）

　　※承認、当日大原会員の発表を行う。

15．金子研一会員の所属委員会について

　　※国際奉仕委員と会員増強委員会に所属することを決定

16．第２グループ情報研修会について　※９／ 19（木）の例会を振り替え済み

　　日　時：2019 年９月 17 日（火）　時間：13：30 ～

　　場　所：船橋グランドホテル

　　クラブ発表：「親睦から奉仕へ　親睦について」

　　◎クラブ発表者：親睦委員長鈴木隆男会員に決定　（事前に原稿をガバナー補佐に提出）

17．第２グループ合同家族会及び第２グループと第４グループ会長幹事会

　　日　時：2019 年８月 24 日（土）

　　場　所：サッポロビール千葉工場千葉ビール園

　　会　費：会員：7,000 円　家族：同伴者（成人）：5,000 円　中高生：4,000 円　小学生：2,000 円

　　締　切：７月 23 日（概算報告）　確定報告：８月６日



　　◎第２グループ・第４グループ会長幹事会 16：30 ～ 16：50　場所：マリンハウス

　　※メークアップ扱いにする。（船橋クラブより）

　　※工場見学と参加者を募る

18．第２グループ会長幹事会　分担金について

　　※３万円で決定

19．第２グループ会員名簿について

　　※理事会として個人情報の保護の観点から反対、目的を明確にしてほしいとガバナー補佐に会長より申

し入れることを決定。

「その他」

１．長野会員より提出の「船橋市立前原中学校 60 周年行事」に伴うクラブ協力については

　　※社会奉仕委員会の活動に沿わない旨申し出、お断りすることに決定。

◎各委員会報告

　・雑誌会報委員会　「ロータリーの友」を読もう

　・会計　　　　　　決算・予算報告　及び　監査報告

　・皆出席者表彰

　・三つのお祝い

　　　　本日の卓話　　　会長・幹事　就任あいさつ

　　　　　　　　　　　　３つのお祝い　会員スピーチ

・度会会長・草野幹事一年間よろしくお願いいたします。良い一年でありますように。南無南無。

 山﨑　新一

・新会長・新幹事さん頑張ってください。 柴田　正道

・度会会長・草野幹事一年間頑張ってください。 松本　　健

・度会会長、草野幹事、一年間のスタートですね。応援してます！直前会長として私も頑張ります。

 水庫　直子

・度会、草野丸の門出を祝す！本年度よろしく頼みます。 藤井　仁毅

・度会・草野丸の出航を祝して。一年間よろしくお願いします。 織戸　　豊

・度会会長、草野幹事の無事船出おめでとうございます。一年間暖かく見守り応援してます。 山口　習明

・度会・草野丸の出航を祝して！一年間ご協力よろしく！ 遠田　　毅

・度会会長のもと幹事として一年間皆様のご指導を得ながら頑張りますので、よろしくお願いいたします。

 草野　宏隆

・度会・草野丸出航です。沈没しないよう一生懸命にこいで行きます。よろしくご協力ください。

 度会　一也

・早退させていただきます。 山口　習明



・妻桂子の誕生祝を頂きましてありがとうございます。 大家　浩明

・妻の博子の誕生祝を頂いて感謝します。確か４つ若いので、68 才になりました。妻の博子は元気で遊んで

います。 岡田　敏男

・誕生祝を頂きありがとうございます。又１つ年を取り、ゴルフのハーフのエイジシュートが出来そうです。

 鈴木　隆男

・誕生祝を頂きました。48 才になります。ありがとうございました。 中村　和一

・新年度のスタートおめでとうございます。今年度の活動計画書が皆様のご協力により本日お配りで来て心

から感謝しております。今年度もよろしくご指導くださいませ。 事務局　西川　典子

次週予告　７月 11 日（木）　12：30 ～

　　　　　場所：クロスウェーブ船橋

　　　　　卓話：各委員会　活動計画発表

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ７月４日　32,000 円 累計　32,000 円

７月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）　

８月１日（木）　三つのお祝い　会員スピーチ

　　　　　　　理事会

　　８日（木）　

　　15日（木）　お盆休み休会

　　　　　　　（定款第７条第１節による）

週報今週の担当　　　中　村

７・８月のプログラム


