
12月誕生・結婚記念祝い 

 

 

 

点   鐘   会 長  渡邊孝文 

ソ ン グ   「君が代」 

「奉仕の理想」 

唱   和   「四つのテスト」 

会 長 挨 拶    会 長  渡邊孝文 

幹 事 報 告   幹 事  市原豊彦 

プログラム    

 本日のお客様 

  ㈱アクセルコミュニケーション 秋葉英昭様 

第一例会につき 結婚・誕生祝い 

 表彰 

各委員会報告 

年次総会（次年度役員選出） 

 

 

 

 

「誕生祝」 小杉秀文会員   石田喜一会員 

「会員結婚記念日」 石田喜一会員 髙山裕紹会員 

          青柳誠会員  行木英夫会員 

          渡邊孝文会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「奥様誕生祝」 鈴木恭一 夫人 光代様 

        石田喜一 夫人 孝江様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前川成吉会員 マルチプルＰＨＦ３回 
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例会報告（平成 28年 12月 1日） 

渡邊会長 / 行木会員 
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渡邊会長 / 前川会員 

「乾杯のご発声」 第 41代会長 内田裕雄会員 

寄 付  



会長挨拶 

幹事報告 （回覧） 

理事会報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日は 12/１です。いつの間にか今年もあと１ヶ月。

今更ながら日が過ぎるのが超特急です。特に７月から

会長に就任させて頂いて毎日を振り返る時間もなく、

公私とも目の前の事をこなしていくのが精いっぱい

で、私の考えていた 63才の自分とはだいぶ違いま

す。それがいいのか悪いのか、何年か経ってからわか

ると思います。我々凡人の人生なんて毎日を一生懸命

に生きる以外ないと思います。会長になってほぼ半年

が過ぎます。行事もだいぶこなしておりましたが、皆

様の協力があったからこそと常々思っています。いた

らないところもたくさんあると思いますがどうぞお許

し下さい。あと半年、クラブ発展のため皆で何をした

ら良いか考えて行動していきたいと思います。 

秋葉様ようこそいらっしゃいました。ロータリーの仲

間になってくれるようにお願い申し上げます。 

今週の出来事で私が一番印象に残ったことは、競馬の

ジャパンカップで北島三郎さん所有のキタサンブラッ

クが優勝したことです。２回Ｊ１を取っているのです

が、本物かな？と思っていましたが、完全に脱帽で

す。もう本物です。北島三郎さんも長い間馬主をして

いることは知っていましたがそんなに恵まれていない

と思います。何でも諦めずに継続していれば一生に一

回は神様の贈り物はあるとつくづく感じました。 

皆様にはありましたか。これからですか。何回ありま

したか。私は…。 

人生楽しく頑張ってまいりましょう。 

 

 

 

 

第 6回定例理事会 

日時：平成 28年 12月 1日（木） 11：00 

場所：成田空港南ＲＣ事務所 

 

議題 

第 1号議案． 11月度会計報告について 

承認されました 

第 2号議案. さわやか野球教室会計報告について 

 承認されました 

第 3号議案． クリスマスファミリー会について 

出席者（現在）  

会員 23名 その他 13名 合計 36名 

 日程等、詳細は後程ＦＡＸにてお知らせいたします 

第 4号議案. 親睦旅行について 

2/19（日）～2/21（火） 

 決まり次第お知らせいたします。 

第 5号議案. 小杉秀文会員退会届について 

 承認されました 

第 6号議案．  入会金について 

 承認されました 

 現在の入会金 5万円から 1万円に下げる 

 ＦＡＸにて会員に賛否を問う 

第 7号議案． 剣道大会について 

 12/11（日） 8：30集合 9：00開会 

 （開会式及び閉会式出席…都合のつく方） 

 協賛金 7万円と記念ボールペンの贈呈 

第 8号議案. 次年度役員構成について 

 前川会長エレクトより発表があり承認されました 

第 9号議案． その他 

・例年行事の鮭放流事業について 

 漁協からの連絡が入り次第処理 

・大祓式（同好会） 12/30予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①例会変更のお知らせ 

・茂原ＲＣ 

12/22（木） 夜間忘年例会 

点鐘 18：30 真名ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 

 12/29（木）休会 

・東金ＲＣ 

 12/27（火） 年末休会 



委員会報告 ・茂原東ＲＣ 

 12/21（水） 家族忘年例会 

       点鐘 19：00 Ｚig-Ｚag 

12/28（水） 休会 

・大網ＲＣ 

 12/21（水） 夜間移動例会（忘年会） 

        点鐘 18：30 はせ川 

 12/28（水） 休会 

・茂原中央ＲＣ 

 12/20（火） 家族親睦忘年例会 

 12/27（火） 休会 

・多古ＲＣ 

 12/13（火） 移動例会（人ｾﾐﾅｰ 出前教室） 

        集合 11：40 多古中学校 

 12/20（火） 休会（定款 8条） 

 12/25（日） 移動例会（クリスマス家族会） 

        点鐘 18：00 成田ｴｸｾﾙﾎﾃﾙ東急 

 12/27（火） 休会（定款 8条） 

・銚子ＲＣ 

 12/21（水） 夜間移動例会（クリスマス家族親睦会） 

12/28（水） 休会（定款 8条） 

 1/ 4（水） 休会（定款 8条） 

・佐原ＲＣ 

 12/15（木） 忘年夜間例会 

        点鐘 18：30 麻生屋本店 

12/29（木） 休会（定款 8条） 

・小見川ＲＣ 

 12/21（水） 夜間移動例会（忘年家族会） 

        点鐘 18：00 割烹旅館丸山 

 12/28（水） 休会（定款 8条） 

②会報受領クラブ 

・大網ＲＣ ・東金ＲＣ ・茂原ＲＣ ・佐原ＲＣ 

③ガバナー事務所より 

・「ロータリー財団 100周年記念シンポジュムに合わ

せた公共イメージ向上企画協力金のお礼状が届いて

おります。 

・12月のロータリーレート 1ドル＝106円 

④RI日本事務局財団 NEWS2016年 12月号が届いてお

ります。 

⑤ﾊｲﾗｲﾄよねやま 200（2016年 11月 14日発行）が届

いております。 

⑥大多喜ＲＣより「Ｘmasチャリティーゴルフコンペ

交流会」「大多喜 RC～子供達と過すクリスマスの夕

べ～」のご案内が届いております。 

⑦白鳥ＰＧより会報送付のお礼状が届いております。 

 

 

◇クラブ奉仕委員会 

 

 

 

 

 

 

 

           親睦委員長  小林 定雄 

親睦委員会より、12/15にクリスマスファミリー会が

行われます。現在参加者は、会員 23名、家族 12名、

奨学生 1名、事務局 1名、合計 36名の出席です。大

勢の方にご参加いただきありがとうございます。行程

表と参加者名簿につきましは近日中にＦＡＸでお伝え

したいと思います。楽しくクリスマス会をやりたいと

思いますのでどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長エレクト  前川 成吉 

こんにちは。次年度の役員・理事が決定しましたので

本日発表させていただきます。 

 

2017‐18年度 役員・理事・委員会構成 

役員  会  長      前川 成吉 

    直前会長      渡邊 孝文 

    会長ｴﾚｸﾄ      高田 一行 

副会長（ﾊﾟｽﾄ会長） 土屋 俊夫 

幹  事      倉石 昌治 

副 幹 事      杉森 幹男 

会  計      行木 英夫 

Ｓ Ａ Ａ      古西 弘和 

 

年次総会 



理事  越川 博光  向後 雅生 

鈴木 恭一  小林 定雄 

石田 喜一  伊藤 元雄 

小川 佐内 

 

委員会 

職業奉仕委員会委員長      高田 一行 

クラブ研修委員会(R情報)委員長   冨  一美 

ＳＡＡ委員長          古西 弘和 

クラブ奉仕委員会委員長     小川 佐内 

出席委員会委員長        市原 豊彦 

親睦委員会委員長        花澤 昇一 

プログラム委員会委員長     伊藤 元雄 

会員増強・退会防止委員会委員長 内田 裕雄 

クラブ広報委員会委員長     安藤 卓造 

会報委員会委員長        桜井 隆宏 

ＩＴ・雑誌委員会委員長     鈴木 匡哉 

社会奉仕委員会委員長      渡邊 孝文 

青少年奉仕委員会委員長     杉森 幹男 

国際奉仕委員会委員長       上原 広嗣 

ロータリー財団委員会委員長   鈴木 恭一 

米山記念奨学会委員会委員長   越川  忠 

会計委員長           行木 英夫 

 

監査  野島 暉通  川島  宭  齋藤 逸朗 

 

クラブ顧問・指名委員会 

行木 英夫（山武地区） 青柳  誠（横芝地区） 

内田 裕雄（芝山地区） 向後 雅生（光地区） 

 

以上でございます。皆様のご協力よろしくお願い致し

ます。来年の抱負という事ですが、まだ特に予定して

おりません。恒例である各行事を遂行してまいりま

す。今年度は地区より補助金を受けて少年野球教室を

行い、子供達に大変喜んでいただき有意義な結果とな

りました。次年度も地区補助金を受け有意義な活動を

したく次年度幹事倉石会員と共に計画しております。

その活動については２～３希望が来ておりますが、役

員理事の方たちと相談しながら決定し承認を得たいと

考えております。勉強し頑張ってまいりますのでご協

力よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

前川成吉君 

 …誕生日祝いを頂きましてありがとうございます 

行木英夫君・渡邊孝文君 

 …結婚記念日のお祝いを頂きありがとうございます 

鈴木恭一君 

 …奥様誕生祝いを頂きありがとうございます 

渡邊孝文君・市原豊彦君・小林定雄君 

 …今年もあと 1ヶ月､皆様健康に気をつけてがんば

りましょう 

齋藤逸朗君 

 …少年野球教室ありがとうございました 

冨一美君・倉石昌治君 

 …アクセルコミュニケーションの秋葉さん入会お待

ちしております 

 

本日計   18,000円 

累 計  364,002円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス 

出席報告 

例会日 会員数 出席 

12月 1日 36 23 

 

出席率に用
いる数 ％ 

32 71.88 

 

☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★ 


