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第 2089 回例会　2021. ７. １　雨　司会　山口会員

　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：26 名（24 名）中 19 名　79.17％

　欠席：藤代・斉藤（英）・斉藤（守）・伊東・平山（織戸・柴田）各会員

◎委員会報告

　・皆出席者表彰

　・会計決算予算報告

　・会計監査報告

◎三つのお祝い

◎本日の卓話

　・会長就任挨拶

　・幹事就任挨拶

鈴木（恭）会長

　今年度の会長を務めさせていただくこととなりました。どうぞよろしくお願いします。

　思い起こせば概ね 20 年前にロータリークラブに入会して、10 年目で会長、さらにその 10 年後に再度会

長と 10 年おきに大きな節目を迎えております。次の 10 年後はもうわかりませんが、その頃には出席免除も

申請できる様になっているので、のんびりしていられれば良いと強く希望します。そのためにも今期の会長

職をしっかりと務めて、留年や追試にならないようにしたいと思います。

　20 年前に同業の税理士、大久保忠男先生にお誘いを受けて入会はしましたが、当初はあまり積極的に行

きたいとは思いませんでした。入会以前から知っていたのは大久保先生の他、同業の岡田先生と退会した根

本さん（不動産売買）や名取さんなど数名で、ご飯を食べにいっても何か落ち着かない様な状態がしばらく

続きました。それでも我慢（と言っては失礼ですが）して、通っているいるうちにだんだん慣れてきて、カ

ンボジアへの支援旅行などを経て、クラブの活動がだんだん分かってきた、距離感もつかめてきたことでよ

うやく自分のクラブという自覚ができてきた様に思います。

　なかなか出席が続かずお休みしている会員もいますが、その様な会員はまだクラブでの自分の立ち位置？

の様なものが確立できていないのではないか、もしくは自分の中でのロータリーの存在ができていないかと

思います。久しぶりにきた会員にも揶揄したり集金だけするのではなく、優しくその会員の存在を尊敬でき

るような関係を築き、すべての会員や家族その他の全ての人々に優しいクラブ運営をしていきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いします。

会 長 挨 拶



三須幹事

※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 111 円です。

２．新年度会員数は 26 名です。皆様会員増強にご協力ください。

３．2021 ～ 22 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。

その他

１．日本事務局より在宅勤務延長のお知らせが届いております。

２．ロータリーの友事務所より時差出勤と在宅勤務併用で業務にあたる旨のお知らせが届いております。

◎７月理事会報告（2021 年７月１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。送金は月間に行う

　　※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

　　ことに第１節 ⒞ 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。但し当クラブ

で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・西川典子さん　各４名

　　※理事会により毎年見直しを行う

　　※承認　　但し次年度からは、前年度６月の理事会で承認を得る

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

幹 事 報 告



９．各諸団体への会費納入について

　　船橋社会福祉協議会：２万円

　　船橋国際交流協会　：２万円

　　その他　　　　　　：米山梅吉記念館 100 円募金

　　協賛金として　　　：ひがふなフェスタ：３万円

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 135,000 円に上乗せし

　　（17,000 円〈内訳〉記念事業積立金：5,000 円・地区大会：6,000 円・IM：3,000 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／ 12　12 ／ 30　１／６

　　※承認

13．親睦委員会より　三つのお祝い品について

　　・生花・ワイン・日本酒・焼き菓子　の４品から選択制にした

　　※承認

14．前年度及び前々年度会長幹事慰労例会について

　　※会員のコロナウィルスワクチン接種が終了してから開催する

15．ガバナー公式訪問について（次年度会長幹事出席予定）

　　場所：クロス・ウェーブ船橋

　　日時：８月５日（木）

　　　　　14：00 ～ 14：45 会長・幹事懇談会

　　　　　15 分休憩

　　　　　15：00 ～ 16：15 例会　　　　　30 分

　　 クラブ協議会　45 分

　　　　　16：30 ガバナー退席

　　・５日食事はなし。理事会は８月 19 日（木）に行います

　　・ガバナー補佐訪問：７月 29 日（木）クラブ協議会とする

　　※点鐘 15：00、食事なし。会員に周知する

16．退会者の積立解約金について。解約後、記念事業積立金口座に入金する

　　※承認

「その他」

１．2021 ～ 2022 地区財団補助金申請状況

　　※山﨑財団委員長より報告がありました

２．ニコニコボックスの領収書を希望者に発行します



　　　　本日の卓話

　会長就任挨拶

 2021 ～ 22 年度会長　鈴木　恭浩

　本日より２回目の会長職を務めさせていただく事になりました。どうぞよろしくお願いします。

　昨年初よりの新型コロナウイルスの影響を受けて、クラブの活動も大きく制約を受けております。今後に

おいてもワクチン接種が進み、集団免疫を獲得するか、有効な治療薬が開発されるまでこの様な状況は続く

と思います。概ね今年いっぱいは少なくともこのような制約のある生活が続くのではないかと思っています。

クリスマス例会か新年家族会は笑顔で開催できることを期待しています。

　そのためクラブとして対外的に本格的に活動するのは年度後半の来年になってからになるのかと思ってい

ます。ただそれまで漫然となにもせずに過ごしているのではなく、今クラブでできることを考えて活動して

いきたいと思います。せっかくもらった時間ですので、クラブの内部の規約や組織、その他例会の参加方法

や連絡手段などを考えていきたいと思っています。また来年に行う活動に関して、今のうちに情報を収集、

検討してすぐに活動できる様に準備してしてまいります。

　ちょうど大きなジャンプをする直前の屈んだ状態が今で、その後の大きな飛躍を目指していきたいと思い

ます。しっかりと準備して大きな飛躍を目指していきたいと思います。

・ホームクラブ 100％出席表彰記念品を頂いて。手洗いうがいマスク、コロナ禍での三種の神器。“手っ手”

ありがとうございます。 遠田　　毅

・皆出席表彰を頂きました。 藤井　仁毅

・本日より会長をつとめさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 鈴木　恭浩

・鈴木会長、三須幹事、本年度宜しくお願いします。三須さん、４つの幹事！頑張って下さい。 長野　春信

・遠田さん、中村さんご苦労様でした。鈴木さん、三須さん今年度よろしくお願いします。 藤井　仁毅

・新会長鈴木さん再度の会長御苦労様です。三須さんが見事な幹事をやってくれるでしょう。「コロナ」のた

いへんな時期ガンバッテ下さい。 相澤　友夫

・今日から新年度です。鈴木恭浩会長、三須幹事の船出をお祝いします。私は今季雑誌会報委員長として協

力します。 水庫　直子

・鈴木恭浩、三須丸の出航を祝して、よろしくお願い申しあげます。 山口　習明

・鈴木会長・三須幹事・１年間がんばって下さい。私は会計で手伝っています。地区監査委員長でがんばり

ます。 岡田　敏男

・鈴木・三須丸の出船を祝して。みんなの人生を豊かにするために、大海原の無事の航海を祈念して！

 遠田　　毅

・鈴木会長、三須幹事、この１年間、当クラブを宜しくお願いします。 大家　浩明

・鈴木会長、三須幹事、１年間よろしくお願いいたします。 野田　真司

・鈴木会長と三須幹事の門出をお祝いします。 草野　宏隆

・鈴木会長・三須幹事、今年一年よろしくお願いします。 山本　宏子



・鈴木会長、三須幹事、ご就任おめでとうございます。１年間、よろしくお願い致します。 中村　和一

・スローガン　みんなの（自分も）人生を豊かにするため。 相澤　友夫

・プログラム委員会を担当いたします。一年間よろしくお願いします。 山口　習明

・お誕生日プレゼントありがとうございました。 松本　　健

・お誕生日祝い、ありがとうございました。７月 30 日で 50 才です。チビ達の為にがんばります。

 中村　和一

・誕生日のお祝いを頂きありがとうございました。鈴木恭浩会長、三須榮光幹事１年間よろしくお願い致し

ます。 鈴木　隆男

・妻の誕生日祝い頂きまして。 長野　春信

・妻・岡田博子の誕生日祝をいただき感謝します。ワクチン接種も７／３で２回目となります。元気でやっ

てます。 岡田　敏男

・妻桂子の誕生祝いを頂き、ありがとうございました。 大家　浩明

・本日７月１日、皆様のおかげで当社㈱ナカムラは創業 90 周年を迎える事ができました。ありがとうござい

ました。100 年企業目指します。 中村　和一

・中村さん、㈱ナカムラ創業 90 周年、まことにおめでとうございます。一世紀はすごいです。 大家　浩明

・中村会員創業 90 周年おめでとうございます３代目バンザイ！最新式のボールペン早速使いたいけど説明

文が小さくて読めません。 遠田　 　毅

・中村さん 90 周年おめでとうございます。今後ともよろしく。 藤井　仁毅

次週予告　７月８日（木）　各委員会活動計画発表

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ７月１日　56,000 円 累計　56,000 円

７月８日（木） 各委員会活動計画発表

　　15日（木） 各委員会活動計画発表

　　22日（木・祝） 祝日のため休会

　　29日（木） ガバナー補佐訪問

 クラブ協議会

週報今週の担当　　　水　庫

７ 月 の プ ロ グ ラ ム


