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晴

司会

司会

遠田会員

遠田会員

夜間移動例会
◎本日の出席状況
出席：25 名（21 名）中 12 名

57.14％

欠席：鈴木（恭）
・鈴木（隆）
・藤代・松本・草野・長野・山本・野田・斉藤（英）
（相澤・柴田・山口・鯨井）
各会員

幹 事 報 告

三須幹事

１．2022 ～ 23 年度補助金管理セミナー開催のご案内
日

時：2022 年１月 29 日（土）

点鐘

13：00

終了予定

場

所：TKP ガーデンシティ千葉（Zoom 又は会場）

16：10

登 録 料：無料
対 象 者：21 － 22 年度
22 － 23 年度

会長
ガバナー補佐・奉仕プロジェクト統括委員長
会長・ロータリー財団委員長

登録締切：2022 年１月 14 日（金）
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２．ロータリーの友事務所より全国の女性ロータリアンに向けてアンケート実施のお願い。
ご協力よろしくお願い致します。
３．次週 12 月 30 日と来年１月６日は定款第７条第１節による休会です。
次の例会は１月 13 日（木）です。欠席のないようにお願い致します。
理事会は 11 時より開催です。よろしくお願い致します。

・山﨑さん、ありがとうございます。

大原

俊弘

・久しぶりのクリスマス夜例会良かったですね。織戸さんいつも有難う。ふなぞう最高。行方さんご参加有
難う。１月からの正会員ウエルカム！

遠田

毅

・大原様ホールインワンバンザイ。一役員として日本都市バンザイ。今年１年間がんばりましたネ。
岡田

敏男

・行方さん、やっと私の年下が入会となりました。なんかホッとしました。船橋東ロータリークラブはとて
もいい所です。おまちしてます。

三須

榮光

・今日はゴルフもさせていただき、夜例会も久しぶりに出させていただきました。有難うございました。来
年も頑張ります。

斉藤

守

・大原さん、ホールインワンおめでとうございます。何回目ですか。昔の大ダダキがうそのようです。
織戸

豊

・今日は、とてもおいしい料理とお酒をいただき最高の夜でした。

水庫

直子

・本日は「ふなぞう」御利用していただいてありがとうございました。

織戸

豊

今 週 の ニ コ ニ コ BOX

12 月 23 日

次週（以降）予告
12 月 30 日（木） 年末休会（定款第７条第１節による）

8,000 円

累計

348,000 円
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新入会員の行方会員

３つのお祝い

会計中間報告の岡田会員

第 2106 回例会

2022. １.13
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三つのお祝い

晴

司会

織戸会員スピーチ

「ロータリーの友」解説

三つのお祝い

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：25 名（24 名）中 17 名

70.83％

欠席：大原・藤代・長野・斉藤（守）・大家・斉藤（英）・平山（鯨井）各会員

水庫会員

相澤会員スピーチ

ÔÈÅǽÒÏÔÁÒÙǽÃÌÕÂǽÏÆǽÆÕÎÁÂÁÓÈÉ ᴪ ÅÁÓÔ

会 長 挨 拶
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鈴 木（ 恭 ） 会 長

会員の皆さま、あけましておめでとうございます。
コロナに明け暮れた 2021 年が明けて、新しい年がきた途端にコロナも新たなオミクロン株が全世界にも
のすごい勢いで蔓延しています。日本でも沖縄からはじまり、東京と大阪を中心に第６波が押し寄せてくる
ように感染者が増えてきています。重症化が少ないかもしれないという予想がありますが、その楽観論を吹
き飛ばすような感染力が有るようです。ロータリークラブの例会が休止するような事態にならないことを
祈っています。
しかし物事には裏表があるようにコロナ禍にも悪くないことがあり、ここ２年は個人所得税の確定申告の
申告期限が１ヶ月延長されており、今年もそれを少し期待している自分がいます。そこの時だけはちょっと
だけ「コロナ頑張れ」と小声で囁いてしまいます。コロナのおかげでリモート会議など DX が急速に進ん
だこともあります。災い転じて福と成す…というような一年になっていってほしいと思います。

幹 事 報 告

三須幹事

１．1 月のロータリーレートは１ドル 115 円です。
２．2022 ～ 23 年度補助金管理セミナー開催のご案内
日時：2022 年１月 29 日（土）

点鐘

13：00

終了予定

16：10

場所：TKP ガーデンシティ千葉（Zoom 又は会場）
◎山﨑次年度ガバナー補佐、鈴木会長、中村会長エレクトが出席予定です。
３．第１グループ・第２グループ合同
日時：2022 年２月 10 日（木）

会員基盤向上セミナーのご案内
点鐘

15：00

場所：浦安ブライトンホテル東京ベイ
◎クラブ発表者：中村会員
名簿を回覧致しますので、出席の方はご記入下さい。
４．2021 ～ 22 年度
金額：135,000 円

下期会費納入のお願い
納入期限：１月 31 日

５．第２グループ会員名簿が作成されました。メールボックスに配布しております。
是非ともロータリー活動にお役立て下さい。
６．地区より RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）開催のご案内が再度届いております。
参加希望の方はご連絡下さい。

締切：2022 年１月 25 日

７．2021 ～ 22 年度 12 月の MCR レポートが届きましたので回覧します。
８．RI 会長杯ワールドゴルフ大会のご案内が届いております。
参加希望の方はご連絡下さい。

締切：2022 年１月 28 日（金）

その他
１．地区より３委員会合同セミナー開催のご報告と御礼が届いております。
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理事会報告（１月定例）
１．2022 ～ 2023 年度
（１月 29 日

ロータリー財団補助金申請事業について

地区補助金管理セミナーに MOU を提出）

※２月の理事会で案を持ち寄り３月の理事会で決める方向。
２．2021 ～ 2023 年度

一般会計中間報告について

退会者の積立金解約について
合計 18,654 円

伊東会員：6,000 円

柴田会員：12,654 円

記念事業積立金口座に入金済み

※承認
３．2022 年決議審議会決議案提出について
①

各クラブに 2022 年決議審議会決議案

提出依頼

提出締切：３月 15 日
②

クラブ提出決議案を地区内クラブが承認するための郵便投票
投票期間：４月７日～６月６日

③

ガバナーの RI 事務総長への決議案提出：2022 年６月末
＊決議審議会審議案は、組織規定（国際ロータリー定款・細則及び標準ロータリークラブ定款）の改
正をともなわない、決議審議会の意見の表明です。
※議題のある方は事務局まで。提出があれば３月の理事会で承認し地区へ提出する。

４．2021 － 22 年度会員基盤向上セミナーについて
日時：2022 年２月 10 日（木） 受付

14：30

第１・第２グループ合同開催
点鐘

15：00

懇親会

18：00

場所：浦安ブライトンホテル東京ベイ
登録締切：2022 年１月 25 日（火）
クラブ発表「奉仕プロジェクトの具体例」 発表時間：各クラブ５分
発表原稿を１月 20 日（木）までに提出
発表者：中村会員
※例会に振替の為、当日は通常例会なし。会費はクラブ負担とする。
「その他」
１．新年家族会について
※参加者：23 名予定

※当日のニコニコボックスは希望の風奨学金に寄付する。

２．「風のたより」配布
３．45 周年記念誌について。４月頃発刊予定。
４．西川名誉会員のご主人ご逝去により、クラブ慶弔尉規定に基づき 30,000 円の弔慰金を贈りました。
行方会員

入会式

各委員会報告
・中間会計報告
・雑誌会報委員会 「ロータリーの友」を読もう
・三つのお祝い
本日の卓話
・三つのお祝い

会員スピーチ
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・我が妻はなちゃんの誕生祝いに素敵な「お花」ありがとうございました。困難な中立ち向う鈴木会長・三
須幹事誠にありがとうございます。
・47 才になりました！今年は大殺界ですが、まったく気にせず１年間突き抜けます！！！！

相澤

友夫

三須榮光

・誕生日祝いをいただいて。昨日１月 12 日で 73 才になりました。今後もよろしくお願い申し上げます。
・明けましておめでとうございます。入会を認めて頂き、皆様方には感謝しかありません。

山口

習明

行方

良宏

・あけましておめでとうございます。今年こそコロナの影響がなくなり、おもいっきり活動していきたいと
思います。

鈴木

恭浩

・行方会員ようこそ船橋東ロータリークラブへ。入会お祝い申し上げます。楽しいクラブライフを共に過ご
しましょう。

鈴木

恭浩

・新年おめでとうございます。本年もよろしくお願いします。「五黄の寅年」は大変な年廻りです。頑張って
下さい。

藤井

仁毅

・「りん」新年号、本日で〆切ります。今年の抱負とか、従来の原稿を青孔社か私の所まで FAX して下さい。
本年もよろしく。
・行方さん、RC 入会おめでとうございます。あせらずゆっくりやりましょう。

藤井

仁毅

相澤

友夫

・水庫先生ありがとうございます。先生の御指導のおかげで「コロナ」の中にあって社業が伸びているよう
です。感謝！

相澤

友夫

・新年おめでとうございます。賀状頂いた皆様に感謝。行方会員入会おめでとうございます。RC を楽しみ
ましょう。

遠田

毅

・明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。コロナとうまくつきあって、今年こそ
はいい年にしたいです。

織戸

豊

・卓話をさせていただいてありがとうございました。小岩の昭和通りに「蔵 828」が 12 月 16 日にお陰様で
開店させていただきました。

織戸

豊

・会員の皆様、新年明けましておめでとうございます。例会で会員の元気な顔を見て安心しました。今年も
宜しくお願い致します。
・西川名誉会員のご主人のご冥福を祈ります。「残念です」

山﨑

新一

山﨑

新一

・新年おめでとう。2021 － 22 鈴木年度の上半期会計報告をさせていただきました。鈴木会長・三須幹事、
あ
と半年ガンバってネ。

岡田

敏男

・皆様、新年おめでとうございます。行方さん、ご入会おめでとうございます。一緒にロータリーライフを
楽しみましょう！

水庫

直子

・皆様、新年あけましておめでとうございます。新年早々コロナの話題が多いですが、明るくロータリーラ
イフを楽しみましょう。
・行方会員、ようこそ船橋東ロータリークラブへ。

草野

宏隆

山本

宏子

・行方会員、初めまして松本です。これからよろしくお願いします。予定あって先にあがります。松本
・明けましておめでとうございます。行方さんよろしくお願いします。

野田

健
真司

ÔÈÅǽÒÏÔÁÒÙǽÃÌÕÂǽÏÆǽÆÕÎÁÂÁÓÈÉ ᴪ ÅÁÓÔ

×ÅÅËÌÙ ÒÅÐÏÒÔ

・行方会員入会おめでとうございます。

山口

習明

・新年明けましておめでとうございます。行方会員ようこそ船橋東 RC に入会ありがとうございます。
鈴木

今 週 の ニ コ ニ コ BOX

１月 13 日

35,000 円

累計

隆男

383,000 円

次週予告
１月 20 日（木） 新年家族会

17：30 受付

18：00 点鍾

場所：ホテルニューオータニ幕張

１・２月のプログラム
１月20日（木） 新年家族会予定
27日（木）
２月３日（木） 三つのお祝い・会員スピーチ
理事会
10日（木）
17日（木）
週報今週の担当

水庫・中村

１Ｆ「シェルルーム」
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