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第 2055 回例会　2020. ７. ２　晴　司会　水庫会員

　国歌「君が代」　ロータリーソング　「我等の生業」

◎本日の出席状況

　出席：27 名（26 名）中　17 名　65.40％

　欠席：伊東・平山・松本・大原・大家・鯨井・斉藤（英）・斉藤（守）・輪湖（柴田）各会員

◎ 2019 － 20 年度　皆出席者表彰（メークアップ 100％）12 名

　藤井・草野・水庫・三須・中村・大原・大家・岡田・鈴木・遠田・山口・山﨑各会員

◎７月三つのお祝い

　・会員誕生：　松本・中村・各会員

　・配偶者誕生：輪湖みずき様・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

遠田会長

　皆様、こんにちわ。

　2020 ～ 2021 年度会長を務めさせていただきます、遠田　毅でございます。

　一年間よろしくお願い致します。新型コロナウイルス感染者数が世界で 1000 万人を超えたというニュース

を見ました。我が国では、緊急事態宣言解除後もジワジワと増えております。こんな目に見えない不安状況

の中でロータリー活動を進めていくのはいろいろ制約があり困難を極めると思いますが会員皆様の知恵と行

動力を糧に頑張っていきたいと思います。

　国際ロータリー会長ホルガー・クナーク氏メッセージ“ロータリーは機会の扉を開く”

　第 2790 地区漆原ガバナーのスローガンは“クラブが主体となり、奉仕の理念の実践を！”と唱えておりま

す。これらを念頭に置いて会員皆様と活動を推し進めていきたく存じます。一年間、会員皆様のご指導ご鞭

撻とご協力を鎧市区お願い申し上げます。

中村幹事

※新年度活動計画書が出来上がりました。記載違いなどありましたら事務局までお知らせください。

１．７月のロータリーレートは１ドル 107 円です。

２．新年度会員数は 27 名です。皆様会員増強にご協力ください。

３．2020 ～ 21 年度上期会費納入のお願い

　　 上期会費：135,000 円に加え

　　・記念事業積立金： 　5,000 円

　　・地区大会登録料： 　6,000 円

　　・第２グループ IM： 　3,000 円

　　・情報研究会： 　3,000 円

　　合計： 152,000 円　となります。詳細はメールボックスに配布してあります。

４．７月 16 日（木）の前年度会長幹事慰労例会の参加申し込みがまだの方は至急事務局に。

　　本日より会費 3,000 円を集めます。

５．地区漆原ガバナーより（回覧します）

　　ガバナーノミニー・デジグネート（2023 ～ 24 年度ガバナー）候補者推薦依頼

　　標記の公募がありました。推薦するクラブは 2020 年９月８日（火）までガバナー事務所に提出ください。

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



７月理事会報告（2020 年７月２日）

１．事務局員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パーセンテージ及び送金について

　　※各３％とする

　　※承認

４．メークアップの確認：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

　　※承認

５．クラブ職業分類の確認　部類：30　分類：138

　　※職業分類は定款の変更により廃止され、第９条「クラブ会員構成」に変更されましたが、但し当クラ

ブは職業分類表をそのまま継続されております。

　　※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 ⒜ ⒝ 項により

　　・相澤・藤井・織戸・柴田・遠田・山口各会員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　※理事会により毎年見直しを行う

　　※承認

８．各委員会への支出限額について：３万円以上は理事会の承認を要する。

　　※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 2,750 円の補填を行う

　　※承認

11．徴収金として上期会費に上乗せし（内訳 17,000 円：記念事業積立金：5,000 円・年次大会：6,000 円・

IM：3000 円・情報研修会：3,000 円）　上期会費のみ 152,000 円とする。

　　※承認

12．定款第７条「会合」第１節 ⒟ ⑴～⑷による休会について

　　８／ 13　　12 ／ 24　　１／７

　　※承認

13．親睦委員会より　三つのお祝いについて　・花・チョコレートの希望を取り各自に配送する

　　※承認

14．前年度会長幹事慰労例会について

　　日時：７月 16 日（木）　　受付：18：00 　点鐘：18：30

　　場所：船橋「ふなぞう」 　会費：会員・家族：3,000 円

　　※承認



15．ガバナー公式訪問について（次年度会長幹事出席予定）

　　日時：８月 27 日（木）

　　場所：グランドホテル　鎌ケ谷 RC と合同

　　・ガバナー補佐訪問：８月 20 日（木）クラブ協議会とする

　　※承認

「その他」

１．今年度地区財団補助金事業：～国際化が進む教育現場～「言葉の壁をなくそうプロジェクト」事業につ

いて

　　グローバル AI 翻訳機の贈呈方法について、17 台の機種や贈呈方法など船橋市教育委員会との打ち合わ

せを行う。経過説明がありました。

◎各委員会報告

　・会計決算・予算報告

　・監査報告

　・雑誌会報委員　ロータリ－の友を読む

　三つのお祝い（７月）

　　会員誕生日　　松本会員（29 日）・中村会員（30 日）

　　配偶者誕生日　輪湖みづき様（７日）・松本祐加子様（12 日）・長野寛子様（12 日）

　　　　　　　　　岡田博子様（20 日）・大家桂子様（20 日）・平山美華様（30 日）

　　　　本日の卓話　　　・会長・幹事就任の挨拶

・皆出席表彰ありがとうございました。 山口　習明

・妻、岡田博子の誕生祝いただき感謝です。生チョコですが私より４歳若いので 60 歳台です。多分私が先

にいくでしょう。 岡田　敏男

・今年度幹事を仰せつかった中村です。経験が浅いのでご迷惑かけますが、一年間よろしくお願い致します。

誕生日プレゼントありがとうございました。 中村　和一

・山口・草野丸、無事の帰港を祝してお疲れさまでした。ゆっくり食事ができるようになりますね。

 遠田　　毅

・新年度スタートおめでとうございます。遠田様・中村様大変お世話になります。残りできる限り頑張りま

すのでよろしくご指導お願い致します。 事務局　西川　典子

・出席免除会員ですが皆出席表彰をいただいて。 遠田　　毅

・遠田さん、中村さん本年度よろしくお願い致します。 藤井　仁毅

・皆出席でいいものをいただきました。ゴルフの時に待っていきますね。 藤井　仁毅



・祝！遠田会長・中村幹事の門出をお祝いします。 草野　宏隆

・遠田会長・中村幹事一年間どうぞよろしくお願いいたします。コロナに負けずガンバロー！ 山﨑　新一

・遠田会長・中村幹事一年間よろしくお願い致します。頑張ってください。 吉岡　　剛

・遠田会長・中村幹事、いよいよ新年度始まりましたね。SAA として頑張りたいと思います。 水庫　直子

・遠田会長・中村幹事一年間頑張ってください。遠田会長は２回目の会長、大変ご苦労様です。一年間はあっ

という間ですよ！ 岡田　敏男

・山口さん、草野さん最も困難な時によくぞやり切りましたね。改めて敬服致します。新会長遠田さん、幹

事の中村さん頑張ってください。 相澤　友夫

・遠田、中村丸の船出を祝して！一年間お願い申し上げます。 山口　習明

・遠田会長、中村幹事の新体制で少しでもお役に立てるよう頑張ります！ 佐々木隆幸

・遠田会長・中村幹事、一年間よろしくお願いします。西川さん、会計書類の作成ありがとうございました。

 鈴木　恭浩

・山口前会長、草野前幹事お疲れさまでした。遠田会長中村幹事よろしくお願い致します。 山本　宏子

・遠田・中村丸の船出を祝って！一年間よろしくお願い致します。遠田会長体調維持に十分気を付けてくだ

さい。 織戸　　豊

次週予告

７月９日（木）　12：30 ～例会

　　　　　　　 場所：クロスウェーブ船橋

　　　　　　　 ・各委員会活動報告

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ７月２日　31,000 円 累計　31,000 円

７月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）

　　23日（木・祝）　

　　30日（木）　

週報今週の担当　　　吉　岡

７ 月 の プ ロ グ ラ ム


