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第 2054 回例会　2020. ６.25　雨　司会　遠田会員

　ロータリーソング　「我等の生業」

◎本日の出席状況

　出席：28 名（24 名）中 15 名　62.50％

　欠席：伊東・平山・藤代・草野・長野・斉藤（守）・斉藤（英）・山本・輪湖・（相澤・織戸・柴田・金子）

 各会員

◎退会者：金子　研一会員（東京中央 RC へ移籍の為退会）

山口会長

第 2054 回例会　「ロータリーは世界をつなぐ」　2019 ～ 20 年度

2019 年

・７月 18 日（木） 前年度会 長幹事慰労夜間例会：北習志野うなぎ「宮川」

・８月 29 日（木） ガバナー公式訪問　諸岡靖彦（成田 RC）

 鎌ケ谷 RC と合同　船橋グランドホテル　「ロータリーから千葉を元気に」

・９月 17 日（火） 第２グループ情報研究会　船橋グランドホテル

 鈴木隆男会員「親睦から奉仕について」発表

・10 月 ６日（日） 献血活動　JR 東船橋駅前「ひがふなフェスタ会場」にて

 ・　　 17 日（木） MD エコネット「ひなたぼっこ」の音楽会支援事業

・　　 30 日 度会一也会員（会長）一身上の都合によりクラブ退会

・11 月 10 日 諸岡靖彦ガバナーへ会長交代を報告する。

・　　 10 日～ 11 日 秋の親睦旅行（米山梅吉記念館訪問）中止

・　　 17 日（日） 「第 39 回船橋をきれいにする日」

※ロータリー財団　ポールハリスフェロー　648,000 円

　　　　　　　　　ベネファクター　　　　108,000 円

※米山記念奨学会　　　　　　　　　　　　600,000 円

※ポリオプラス　　　　　　　　　　　　　142,000 円　以上寄付を実施する。

※天皇陛下の即位を祝うパレード　11 月 10 日

・12 月 12 日（木） クラブ年次総会

・　　 19 日（木） クリスマス夜間例会

 ミャンマー小学校支援の為「チャリティーオークション」を開催

2020 年

・１月 23 日（木） 新年家族会　浦安ブライトンホテル東京ベイ

・２月１日～５日 ミャンマー国ダ－ベイン村小学校支援訪問　大原国際奉仕委員長

 山﨑 SAA　の２名

・　　８日～９日 地区大会　アパホテル＆リゾート東京ベイ

・３月５日 新型コロナウイルス感染拡大につき「理事会」のみ開催し例会は取り消し。

 以降６月 11 日（木）まで 15 回連続例会を取り消し。この間持ち回り理事会３回

・新旧会長幹事打ち合わせ　４月 30 日

・６月 11 日（木） 理事会

会 長 挨 拶



※ 2020 ～ 21 年度の地区財団補助金を利用して「届けよう！ロータリーの心！」として

・船橋市（医療センター）へマスク 8,000 枚・消毒液（アルコールクリーン）

・船橋市老人福祉協議会を通じ傘下の希望施設（26 ケ所）へマスク 7,000 枚・消毒液（アルコールクリーン）

　５月 19 日より贈呈を始める。

・６月 18 日（木）３ケ月半ぶりで例会を再開する。

・６月 25 日（木）新旧会長・幹事バッチ交換　新役員の宣誓式

〇例会数：49 回の予定　15 回取り消し

〇会員数：期首　29 名　・入会者２名（金子研一・吉岡剛）

　　　　　　　　　　　 ・退会者４名（鈴木隆雄男・度会一也・守屋慶隆・金子研一）

　　　　　期末：27 名

以上一年間を振り返って　2019 ～ 20 年度会長　山口習明　一年間ありがとうございました。

中村副幹事

１．次年度ガバナー漆原　摂子氏より、地区役員の委嘱状が届いております。

　　◎岡田敏男会員に 2020 ～ 21 年度　地区監査委員会兼Ｒ財団資金監査委員会　委員に

　　◎山﨑新一会員に 2020 ～ 21 年度　地区補助金プロジェクト小委員会　委員　に委嘱されました。

２．RI へのクラブ提出決議案の承認に関する報告（ガバナーより）

　　★１案～５案　まですべて承認されました。RI に提出されます。

　　投票率 87.80％でした。　詳細については回覧致しますのでご覧ください。

３．RLI（ロータリー・リダーシップ研究会）のお知らせ

　　RLI パートⅡ　日　時：2020 年８月８日（土）　開会：10：10　閉会：18：10

　　　　　　　　　場　所：千葉市民会館　定員 60 名

　　RLI パートⅢ　９月７日（月）10：00　　 場所：千葉市民会館

　　卒後コース　　９月16 日（水）13：00 ～　場所：千葉市民会館

　　◎申し込み締め切り：７月 27 日まで　参加費：3,000 円

４．例会臨時変更のお知らせ（船橋グランドホテル８月末閉館のお為）

　　船橋西 RC 例会場変更のお知らせ　７月３日より野村証券（株）５Ｆホール

５．2020 ～ 21 年度　米山記念奨学会委員長セミナーのお知らせ

　　日　時：2020 年７月 18 日（土）　受付：13：00　点鐘：14：00　閉会：15：30

　　場　所：三井ガーデンホテル千葉　千葉市中央区中央１－ 11 －１

　　〇次年度米山奨学会委員長の平山会員が出席します。

　　※クラブ米山委員長の手引きを持参のこと

６．ガナバー月信　号外７号が届いております。回覧します。

７．今年度会長幹事と次年度会長幹事のバッチ交換をいたします。

　　今年度会長・幹事に記念品の贈呈を行います。

　　遠田会長エレクトよりお願いします。

８．次年度会員数について

　　今年度の入会者：２名（吉岡・金子）

　　退会者：４名（鈴木・守屋・度会・金子）で 27 名となります。

　　会員増強をお願いします。

幹 事 報 告



９．次年度役員の宣誓式を行います。

　　次年度役員の皆様、前にお願いします、山口会長より行います。

◎各委員会報告

　・各委員会活動報告発表

　・新旧会長幹事バッチ交換

　・新役員宣言式

・リリーフ登板、12 分の９ケ月を終了いたしました。会員の皆様ご協力ありがとうございました。草野幹事

ありがとうございました。 山口　習明

・記念品ありがとうございました。幸子（妻）に渡します。 山口　習明

・名誉会員、佐々木光博会員からいただきました。ありがとうございました。

・山口会長・草野幹事「特別な年度となりましたね！」ご苦労様でした。ご負担をおかけしました。

 山﨑　新一

・大原会員へミャンマー支援お世話になりました。生まれ変わったら大原会員になりたいです。 山﨑　新一

・山口会著・草野幹事一年間ご苦労様でした。２人会員選考できない年度になりました。残念でした。コロ

ナの分やりましたが。 岡田　敏男

・山口会長、途中からの会長大変だったと思いますが、お疲れ様でした。 吉岡　　剛

・山口会長・草野幹事一年間お疲れ様でした。とても家庭的な一年でした。 佐々木隆幸

・山口会長・草野幹事、大変お疲れさまでした。今年度は誰も経験したことのないコロナ騒動に翻弄され苦

労も多かったとおみます。 水庫　直子

・山口会長・草野幹事、一年間ありがとうございました。次年度もサポートお願いします。 中村　和一

・皆さん一年間ご苦労様でした。コロナ禍の中を本年もよろしく。 藤井　仁毅

・山口会長、リリーフ登板の上、最後まで頭を務めていただきありがとうございました。草野幹事一年間に

わたり、お疲れ様でした。感謝です。 大家　浩明

・山口会長・草野幹事一年間大変お世話になりました。コロナウイルスの為例会休会などありましたが、逆

に連絡などコミュニケーションを取るのに苦労されました。大変お疲れ様でした。ありがとうございまし

た。 事務局　西川　典子

・山﨑様、一年間車にのせていただき感謝しております。いつもありがとうございました。 

 事務局　西川　典子

・新役員の皆様次年度もよろしくお願い致します。 遠田　　毅

・「医療現場に届けロータリーの心」この事業にかかわった中村コロナ特命委員長、山口会長、草野幹事、山

﨑会員、大原会員、藤代会員に感謝！ 遠田　　毅

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ６月 25 日　35,000 円 累計　775,000 円



次週予告

　７月２日（木）　11：00 ～理事会　12：30 ～例会

　場所：クロスウェーブ船橋

　・会長就任あいさつ・皆出席者表彰・会計決算報告・監査報告・三つのお祝い

　卓話：三つのお祝い　会員スピーチ

７月２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・会員スピーチ

　　　　　　　理事会　　

　　９日（木）　各委員会活動計画発表

　　16日（木）　前年度会長幹事慰労夜間例会

 （予定）

週報今週の担当　　　中　村

７ 月 の プ ロ グ ラ ム


