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2016 ～ 2017年船橋みなとロータリークラブ
運営方針

2016 ～ 2017年度会長　　相川　泰久

当クラブへ移籍して４年、私としては２度目の会長を努めさせて頂く事となりました。
私が、初めてロータリアンとなった20数年前は、どのクラブも会員数が多く、その意味で
現在は、危機的な状況にあるのかもしれません。しかし、ロータリークラブの基本理念は変わ
らず、世界中で奉仕活動を続けています。また、当クラブのように少人数のクラブでは密なコ
ミュニケーションにより、きめ細やかに活動することが出来ると確信しています。「ロータリー
の目的」においては、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むこととされ
ていますが、今年度の国際ロータリーのテーマは「人類に奉仕するロータリー」です。ロータ
リアンである私たち１人１人が、事業や社会において日々奉仕の理念を実践しなければなりま
せん。
また、ロータリークラブの活動を地域に広めるためには、会員増強は喫緊の課題ですが、当
クラブに於いては、増加傾向です。今後も継続してこの課題に取り組み、さらに発展させるた
めには、異業種である私たちが、互いに尊重し合い、魅力あるクラブづくりに努めなければな
りません。　
与えられた役割に真摯に向き合い、職責を全うする所存です。ご指導、ご協力のほどよろし
くお願い申し上げます。

活動方針
　今年度のテーマに則り、当クラブはこれまで実施してきた活動を継続し、地域社会に貢献す
るとともに、魅力あるクラブ運営を目指します。また、当クラブの活動を地域の人々に認識し
て頂けるよう広報活動に努め、会員増強を図ります。

実施計画
・会員増強３名
・「童心にかえる例会」「学びの場としての例会」を企画
・中学生を対象とした「愛のコンサート」開催
・奨学生を対象とした「お作法教室」開催
・小学生「ミニバスケットボール秋季大会」支援
・市民まつりジョイ＆ショッピングフェアにおける「あかね園バザー」出店支援
・ロータリー「希望の風」支援
・船橋市「高齢者見守り隊」への参加
・愛湊会の開催
・�自治体の国際友好クラブ、国際交流協会との交流を図り、各国の事情やニーズを把握し、活
動内容を探る
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船橋みなとロータリークラブの沿革

１. ク ラ ブ 創 立 日� 1993年５月25日（平成５年）
２. R . I 認 証 日� 1993年６月８日
� 《国内承認順位2,072番、地区内76番、クラブ番号29586》

３. 認 証 状 伝 達 式� 1994年３月８日
４. ス ポ ン サ ー ク ラ ブ� 船橋西ロータリークラブ
５. 創 立 年 度 ガ バ ナ ー� 第2790地区ガバナー南部裕氏（東金ロータリークラブ）
６. 創 立 特 別 代 表� 熊倉安雄氏（船橋西ロータリークラブ）
７. 創 立 会 員 数� 28名（移籍５名、新23名）
８. 会 員 数� 21名（2016年７月１日現在）

2016 ～ 2017年度第24代

会長 相川泰久　幹事 板橋良夫
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クラブ暦 0 1 2 3 4
西　　暦 1992～1993 1993～1994 1994～1995 1995～1996 1996～1997
和　　暦 Ｈ.４～５年 Ｈ.５～６年 Ｈ.６～７年 Ｈ.７～８年 Ｈ.８～９

R.I会長 クリフォード・Ｌ・ダクターマン ロバート・Ｒ・バース ビル・ハントレー ハーバード・Ｇ・ブラウン ルイス・ビセンテ・ジアイ

R.I会長出身国 アメリカ スイス イギリス アメリカ アルゼンチン

年度テーマ
まことの幸福は
人助けから

行動に信念を　信
念は行動に

友達になろう
真心の行動　慈愛
の奉仕　平和に挺

身

築け未来を行動力
と先見の眼で

地区ガバナー 南部　裕 越部平八郎 大矢惣一郎 石井亮太郎 長島洋三
ガバナークラブ 東金ＲＣ 千葉南ＲＣ 大原ＲＣ 松戸東ＲＣ 市川東ＲＣ

第2分区
ガバナー補佐 本田　始 安川　厚 坂口練平 鈴木秀承 北原敬市

補佐クラブ 船橋西ＲＣ 船橋南ＲＣ 船橋ＲＣ 鎌ヶ谷ＲＣ 船橋東ＲＣ

会　　長 楠　公太郎 楠　公太郎 田中　崇 滝口政雄 仲村寛治
幹　　事 田中　誠 田中　誠 平澤博之 内海　孝 竹田輝夫
副会長 田中　崇 田中　崇 滝口政雄 平山博國 平山博國
副幹事 織戸眞男 織戸眞男 内海　孝 竹田輝夫
ＳＡＡ 滝口政雄 滝口政雄 平山博國 仲村寛治 下藤義晴

副ＳＡＡ 川村博也 川村博也 杉山五朗 下藤義晴 宮島隆市
会　　計 小林勝助 小林勝助 田中　誠 平澤博之 内海　孝

クラブ奉仕委員長 田中　崇 田中　崇 滝口政雄 平山博國 平山博國
出席委員長」 小林勝助 小林勝助 平山博國 吉井　徹 田中　崇
会員増強委員長 寺澤忠彦 寺澤忠彦 石井　博 石井　博 井上捷信
会員選考職業分類委員長伊藤　武 伊藤　武 北村久男 加藤　博 田中　誠
Ｒ情報委員長 首藤英明 首藤英明 田中　誠 柳澤敬親 越田光子
親睦活動委員長 平澤博之 平澤博之 竹田輝夫 福地敏之 磯川周治
プログラム委員長 和田忠宣 和田忠宣 山本正三 織戸眞男 輪湖葆子
会報委員長 下藤義晴 下藤義晴 織戸眞男 和田正利 白鳥孝平
雑誌・広報委員長 (会報委員長兼任） (会報委員長兼任） 下藤義晴 田澤淑雄 板橋良夫
職業奉仕委員長 平山博國 平山博國 下藤義晴 井上捷信 宮島隆市
社会奉仕委員長 宮島隆市 宮島隆市 加藤　博 仲村寛治 和田忠宜
国際奉仕委員長 佐々木隆夫 佐々木隆夫 仲村寛治 田中　誠 平澤博之
新世代委員長 板橋良夫 板橋良夫 岡本明弘 白鳥孝平 田澤淑雄
Ｒ財団委員長 滝口政雄 滝口政雄 伊藤　武 佐々木隆夫 吉井　徹
米山記念奨学長 佐々木隆夫 田中　崇 織戸眞男
周年事業特別委員会 認証状伝達式準備委員長 田中　崇
交換学生カウンセラー

米山カウンセラー 仲村寛治
米山奨学生 （王豊明ウオン・ウオンミン）

７月１日会員数 28名 ２８名 ３３名 ３６名 ３５名
５月２５日創立総会 3月8日
　　例会日　火曜 国際ロータリー

スタート会員数２８名 認証状伝達式

例会場Ｈ・サンガーデン チャーターナイト

プログラム プログラム プログラム プログラム

・地震予知について ・阪神大震災を体験して

・最近のゴミ事情 ・第二湾岸道路構想について

・大橋船橋市長 ・東南アジアへの企業進出 ・日本の電力需要と原子力発電

・「私と日本」武羅雲マーク氏

・税のよもやま話
・施設見学「老人ホー
ム・南西苑」

・卓話私の留学体験 ・親睦旅行鬼怒川温泉郷

田中智子氏

カンボジアに学校を贈る会へ
１０万

・船橋警察署警視正
森富郎氏

10/18光州東ＲＣ来訪
『友好クラブ締結』

5/1～3光州東ＲＣ訪
問「会員・夫人計１９
名」

歴代会長・幹事一覧表

船橋みなと、主要
な行事及び奉仕
業績の概要

・元オリンピック金メダ
リスト塚原光男氏

・8/8喜翁閣にて　納
涼家族会

船橋市ミニバスケットボール秋
季大会協賛　１０５７９６円

・6/11ららぽーとスキードーム・
ザウス施設見学

船橋市ミニバスケットボール秋
季大会協賛　１０５,９３５円

カンボジアに学校を贈る会へ
１０万

・「ＪＲの現状と将来」
船橋駅長越川敬司氏

・船橋市教育委員会
石井昇氏

・「マナティー自然保
護の話」　　吉岡久美
子氏

・「警察夜話」船橋警
察署長中野廣明氏

・「中東情勢について」第一

空挺団副団長村田拓生氏
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クラブ暦 5 6 7 8 9
西　　暦 1997～1998 1998～1999 1999～2000 2000～2001 2001～2002
和　　暦 Ｈ9～10 Ｈ10～11 Ｈ11～12 Ｈ12～13 Ｈ13～14

R.I会長 グレン・Ｗ・キンロス ジェームス・Ｌ・レーシーカルロ・ラッピッツアー フランク・Ｊデブリン リチャードＤ・キング

R.I会長出身国 オーストラリア アメリカ イタリア メキシコ アメリカ

年度テーマ ロータリーの心を
ロータリーの夢を追

い続けよう
ロータリー2000活動

はー堅実、信望、持続
意識を喚起し進んで

行動を
人類が私たちの仕事

地区ガバナー 平山金吾 渡邊　隆 北原敬市 秋元秀夫 鈴木雅博
ガバナークラブ 成田ＲＣ 習志野ＲＣ 船橋東ＲＣ 君津ＲＣ 市原東ＲＣ

森島庸吉 田中　崇 山中義忠 櫻井忠久 湯浅　修

船橋西ＲＣ 船橋みなとＲＣ 船橋南ＲＣ 船橋ＲＣ 鎌ヶ谷ＲＣ

会　　長 田中　誠 山本正三 輪湖葆子 田澤淑雄 竹口茂子
幹　　事 磯川周治 石井　博 金子眞理子 高橋鉄郎 田中　誠
副会長 輪湖葆子 田澤淑雄 竹口茂子 平澤博之 石井　博
副幹事 石井　博 金子眞理子 高橋鉄郎 稲満俊之 豊田幹夫
ＳＡＡ 内海　孝 平澤博之 磯川周治 越田光子 石井修一

副ＳＡＡ 平澤博之 松本新太郎 板橋良夫 日野久美子 輪湖葆子
会　　計 田澤淑雄 蛭間秀夫 佐野　堅 滝口政雄 田澤淑雄

クラブ奉仕委員長 山本正三 輪湖葆子 田澤淑雄 竹口茂子 平澤博之
出席委員長」 越田光子 内海　孝 田中　誠 仲村寛治 三栗野公代
会員委員長 井上捷信 竹口茂子 平澤博之 田中　誠 高橋　真
Ｒ情報委員長 平澤博之 仲村寛治 滝口政雄 平澤博之 滝口政雄
親睦活動委員長 石井　博 金子眞理子 高橋鉄郎 稲満俊之 豊田幹夫
プログラム委員長 内海　孝 松本新太郎 板橋良夫 磯川周治 国分裕二
会報・雑誌・広報委員長 太田英一 福地敏之 内海　孝 石井　博 田中恵美子
職業奉仕委員長 松本新太郎 板橋良夫 福地敏之 太田朋子 越田光子
社会奉仕委員長 織戸眞男 高橋鉄郎 日野久美子 宮崎定旨 仲村寛治
国際奉仕委員長 輪湖葆子 田澤淑雄 佐々木隆夫 松本新太郎 石井　博
新世代委員長 日野久美子 井上捷信 竹口茂子 板橋良夫 磯川周治
財団委員長 佐々木隆夫 滝口政雄 仲村寛治 内海　孝 太田朋子
五周年事業特別委員会 田中　崇
交換留学生特別委員長 村田東吾 磯川周治
交換留学生カウンセラー 竹口茂子 田中　誠
（交換留学生） 石井文博君⇔ダニエル君 田中美恵子君⇔エリザベス君

Ｒ財団国際親善奨学生
カウンセラー 石井　博 石井　博 石井　博

（Ｒ財団国際親善奨学生） 赤松弥生 赤松弥生 赤松弥生

米山カウンセラー 仲村寛治 仲村寛治 仲村寛治
(米山奨学生) (王豊明ウオン・ウオンミン) 張亥蔚風（チャンウイフォン） 張亥蔚風（チャンウイフォン）

７月１日会員数 ３６名 ３１名 ２７名 ２８名 ２８名

夜間公開例会「こころ
み学園」園長川田昇氏

優秀警察官表彰 田中崇儀追悼例会

船橋大神宮参拝

親睦旅行・奈良 親睦旅行・沖縄 親睦旅行・熊本

プログラム プログラム プログラム プログラム プログラム
・移動例会船橋商工会議所

・プロゴルファー林由郎氏 ・施設見学「船橋オートレース場 ・ばか面踊り鈴木佐太郎氏 ・船橋市長藤代孝七氏

・「法医学」上野正彦氏
・「八王子城跡が危な
い」椚国男氏

・船橋南口開発の概要、宮永
稔氏

古今物語より「起業する女」三
原正佐子堀井幸子氏

・「県政について」田中明氏

・野田佳彦氏 ・観桜会、南クラブ合同例会 ・移動例会谷津干潟

・施設見学　谷津干潟 場工ルービロポッサ学見設施・氏之義岩黒、旅のアジア・

ミニバスケットボール秋季大会
協賛金１２5，００２円

船橋みなと、主要
な行事及び奉仕
業績の概要

優秀警察官表彰
愛のコンサート第１回
12/13若松中学校

愛のコンサート第2回
12/17湊中学校

愛のコンサート第3回
12/20御滝中学校

・「アメリカ体験記」交
換留学生石井文博君

ミニバスケットボール秋季大会
協賛金１２４，８６０円

節食デーの積立をリータリー
財団へ寄付

ミニバスケットボール秋季大会
協賛金１２４，８６０円

ミニバスケットボール秋季大会
協賛金１２４，８６０円

・「真向法教室」大久
保忠男氏

・「パリ報告」財団奨学生赤松
弥生君

・「夏の家族会」サッポロビー
ル千葉

・「陪審裁判を考える」千葉弁
護士会四宮啓氏

ニコニコＢＯＸで親水
公園ソーラ時計寄贈

・移動例会「美しい心・美しい
環境の集い」地区社会奉仕

ミニバスケットボール秋季大会
協賛金１２5，００２円

愛のコンサート第4回
1/10二宮中学校

第2分区
ガバナー補佐

補佐クラブ
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クラブ暦 10 11 12 13 14
西　　暦 2002～2003 2003～2004 2004～2005 2005～2006 2006～2007
和　　暦 Ｈ14～15 Ｈ15～16 Ｈ16～17 Ｈ17～18 Ｈ18～19

R.I会長 ビチャイ・ラタクル ジョナサンＢ・マジアベ グレンＥ．エステス・シニア
カール・ヴィルヘルム・

ステンハンマー
ウイリアム・ビル・ボイド

R.I会長出身国 タイ ナイジェリア アメリカ スウェーデン ニュージーランド

年度テーマ
慈愛の種を
まきましょう

手を貸そう ロータリーを祝おう 超我の奉仕 率先しよう

地区ガバナー 森島庸吉 増田　豁　 杉木禧夫 山中義忠 白鳥政孝
ガバナークラブ 船橋西ＲＣ 千葉中央ＲＣ 茂原ＲＣ 船橋南ＲＣ 市原ＲＣ

山沢拓爾 田村泰一 内山義雄 瀧芳文 堀井正雄

船橋北ＲＣ 船橋西ＲＣ 船橋東ＲＣ 船橋ＲＣ 船橋南ＲＣ

会　　長 石井　博 磯川周治 内海　孝 板橋良夫 国分裕二
幹　　事 国分裕二 鈴木　正 越田光子 持井貞城 西方　明
副会長 磯川周治 松本新太郎 板橋良夫 鈴木　正 鈴木　正
副幹事 鈴木　正 越田光子 持井貞城 西方　明 木村孝夫
ＳＡＡ 竹口茂子 田中　誠 金子眞理子 石井　博 磯川周治

副ＳＡＡ 金子眞理子 高橋鉄郎 瓜生修孝 田中　誠 内海　孝
会　　計 竹口茂子 石井　博 磯川周治 磯川周治 板橋良夫

クラブ奉仕委員長 磯川周治 内海　孝 板橋良夫 金子眞理子 鈴木　正
出席委員長」 板橋良夫 (会員委員会含む) (会員委員会含む) (会員委員会含む) (会員委員会含む)

会員委員長 鈴木　正 福田明子 高橋　真 木村孝夫 持井貞城
Ｒ情報委員長 松本新太郎 越田光子 福田明子 矢持くめ子 平澤博之
親睦活動委員長 田中　誠 瓜生修孝 国分裕二 西方　明 田中　誠
プログラム委員長 福田明子 持井貞城 木村孝夫 鈴木　正 石井　博
会報・雑誌・広報委員長 越田光子 (Ｒ情報兼任) (Ｒ情報兼任) (Ｒ情報兼任) (Ｒ情報兼任)

職業奉仕委員長 高橋　真 松本新太郎 西方　明 高橋　真 木村孝夫
社会奉仕委員長 石井修一 平澤博之 持井貞城 国分裕二 竹田輝夫
国際奉仕委員長 内海　孝 石井修一 田中恵美子 田中　誠 矢持くめ子
新世代委員長 田中恵美子 (社会奉仕兼任) (社会奉仕兼任) (社会奉仕兼任) (社会奉仕兼任)

Ｒ財団委員長 金子眞理子 (国際奉仕兼任) (国際奉仕兼任) (国際奉仕兼任) (国際奉仕兼任)

十周年事業特別委員会 滝口政雄
交換学生カウンセラー

Ｒ財団国際親善奨学生
カウンセラー 石井　博
（Ｒ財団国際親善奨学
生）

米山カウンセラー 誠　中田誠　中田治寛村仲
)ョギンホイ(郷憲　李非　黄非　黄)生学奨山米(

７月１日会員数 ２７名 ２６名 ２８名 ３０名 ３０名
10周年記念例会

カンボジアに学校を贈る会５万
カンボジアに学校を贈る会５
万＋バザー９１,２３０円

カンボジアに学校を贈る会５
万＋バザー113,975円

カンボジアに学校を贈る会５万

プログラム プログラム プログラム プログラム プログラム

・移動例会コナミスポーツ
クリスマス例会ディズニーシー
ミラコスタ

・能のかかわり　橋岡佐喜男氏
・移動例会グランパシ
フィック

会員増強フォーラム「ハワイア
ンダンスショウー」

・「ヨガと健康」荒谷三枝子氏
新年会落語三遊亭楽麻呂
氏、日舞山田八千代氏

・「日本経済と米国とのかかわ
り」富沢次郎氏

・「高齢者雇用安定法」猿田隆
也氏

・「パワーウォーキング」佐藤ヒ
ロ子氏

・「カンボジアの現状と未来」岡
村眞理子氏

・船橋警察署冬室秀夫氏
・「カンボジア留学生」サワリー
さんウドンさん

・「高齢者雇用安定法」猿田隆
也氏

・女子プロゴルファー日陰温
子氏

・会計士元橋茂夫氏
・船橋ケナフの会代表中野谷
武司氏

・「中学音楽教育の現況」安藤
純氏

・「介護保険法改正について」
小倉雅治氏

・「火災について」船橋中央消
防署長大金文男氏

・オートレーサー島田信広氏
・「資産活用等について」猪谷
利治氏

・「太陽光発電と浮力発電は
何処まで期待できるか」城戸
達郎氏

・「骨粗ショウ症について」竹口
英文氏

・アームレスリング世界チャン
ピオン渡辺英隆氏

・船橋よさこい舞神楽講演と演舞 ・船橋市応急普及委員会山田肇 ・国会見学野田佳彦議員
・「千葉県船橋警察署近況」警
視小沢祐次氏

・「古代史と神社シリーズ3」久
保徹夫氏

・ミヤンマーについてマウン・
ゾーウイン氏

・「生活習慣病」福島眞知世氏
・「企業存続と社会奉仕」野垣
建二氏

・「機関投資家の㈱運用につ
いて」狩野孝憲氏

・「アクアライン800円運動」岩
波初美氏

・「日中関係」東京大学物性研
究所学術研究員陳林氏

・地区財団委員会川原勝壽氏

船橋みなと、主要
な行事及び奉仕
業績の概要

ミニバスケットボール秋季大会
協賛金１５0，０００円

ミニバスケットボール秋季大会
協賛金１２5，００２円

ミニバスケットボール秋季大会
協賛金１２７，５５４円

ミニバスケットボール秋季大会
協賛金１２７，５５４円

ミニバスケットボール秋季大会
協賛金１２７，５５４円

愛のコンサート第5回　　1/7海
神中学校

愛のコンサート第6回　　12/8
湊中学校

第2分区
ガバナー補佐

補佐クラブ
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クラブ暦 15 16 17 18 19
西　　暦 2007～2008 2008～2009 2009～2010 2010～2011 2011～2012
和　　暦 Ｈ19～20 Ｈ20～21 Ｈ21～22 Ｈ22～23 Ｈ23～24

R.I会長 ウィルフリッドＪ・ウィルキンソン 　李東建 ジョン・ケニー ウイリアム・ビル・ボイド カルヤン・バネルジー

R.I会長出身国 カナダ 韓国 イギリス アメリカ インド

年度テーマ
ロータリーは分かち

合いの心
夢をかたちに

ロータリーの未来は
あなたの手の中に

地域を育み、
大陸をつなぐ

こころの中を
見つめよう

地区ガバナー 白鳥政孝 﨑山征雄 中村博亘 織田吉郎 山田修平

ガバナークラブ 市原ＲＣ 習志野中央ＲＣ 柏西ＲＣ 銚子ＲＣ 木更津東ＲＣ

仲村寛治 清松楢男 木村本治 金子研一 鈴木　正

船橋みなとＲＣ 鎌ヶ谷ＲＣ 船橋西ＲＣ 船橋東ＲＣ 船橋みなとＲＣ

会　　長 鈴木　正 越田光子 竹田輝夫 西方　明 金子眞理子
幹　　事 木村孝夫 丹羽哲夫 石井忠之 板橋良夫 輪湖葆子
副会長 竹田輝夫 金子眞理子 金子眞理子 金子眞理子 田中恵美子
副幹事 丹羽哲夫 石井忠之 田中　誠 輪湖葆子 田中　誠
ＳＡＡ 内海　孝 田中　誠 輪湖葆子 鈴木　正 越田光子

副ＳＡＡ 板橋良夫 仲村寛治 内海　孝 林　徹郎 廣田保敏
会　　計 日野久美子 平澤博之 木村　智 国分裕二 石井忠之

クラブ奉仕委員長 越田光子 竹田輝夫 田中恵美子 金子眞理子 田中恵美子
会員委員長 竹田輝夫 石井　博 西方　明 石井忠之 宮本一伸
Ｒ情報委員長 石井　博 日野久美子 石井　博 牧野　裕 木村孝夫
親睦活動委員長 丹羽哲夫 持井貞城 国分裕二 廣田保敏 木村　智
プログラム委員長 金子哲也 西方　明 鈴木　正 木村　智 廣田保敏
職業奉仕委員長 田中　誠 輪湖葆子 仲村寛治 内海　孝 竹田輝夫
社会奉仕委員長 持井貞城 国分裕二 田中　誠 金子眞理子 日野久美子
国際奉仕委員長 矢持くめ子 内海　孝 板橋良夫 石井　博 石井　博
新世代委員長 (社会奉仕兼任) (社会奉仕兼任) (社会奉仕兼任) (社会奉仕兼任) 石井修一
Ｒ財団委員長 (国際奉仕兼任) (国際奉仕兼任) (国際奉仕兼任) (国際奉仕兼任) 竹口茂子
米山記念奨学長 (国際奉仕兼任) (国際奉仕兼任) (国際奉仕兼任) (国際奉仕兼任) （財団委員長兼任）

周年事業特別委員会

交換学生カウンセラー

Ｒ財団国際親善奨学生
カウンセラー 田中　誠 竹田輝夫 竹田輝夫
（Ｒ財団国際親善奨学
生） 中村友香 中村友香 中村友香

米山カウンセラー 田中　誠 矢持くめ子 矢持くめ子
(米山奨学生) 李　憲郷(イホンギョ) 閔弘圭(ミンホンキュ) 閔弘圭(ミンホンキュ)
７月１日会員数 ３２名 ３１名 ３２名 ２６名 ２６名

15周年記念例会

カンボジアに学校を贈る会５万

プログラム プログラム プログラム プログラム プログラム

・夏の家族会ザ・Hマンハッタン ・夏の家族会品川アクアスタジアム
夏の家族会「シルクドソレイユ
＆ディナー」

・節電について資源エネル
ギー庁節電サポート

・「警察裏話」小出智氏 ・「三番瀬」写真家渡辺行雄氏
・「これからのロータリー」PG白
鳥政孝氏

・移動例会サッポロビール

信勝崎島」ーピラセ鏡華万「・氏エマコ岡」ーアケの心「・ 氏 ・職業奉仕始平堂玄昌氏

・古和釜幼稚園・恵の郷施設見

・さよならガーデンホテル

・冬の家族会、浄勝寺

氏池小、さぶやは・宙宇・氏男忠保久大」ガヨい笑「・

・「きれいの時代」安東徳子氏 ・「相撲よもやま話」木村本治氏・「船橋医療体制」石渡憲治氏 ・新報社施設見学

・「地区奉仕プロジェクト全般」
杉木禧夫氏

・「千葉の昔話を語る」ひがき

順子氏

・「船橋RC合同」例会船橋市
長　藤代孝七氏

・「メタボリックシンドロームに

ついて」高木信子氏

・ワインアドバイザー小倉あづ
さ氏

・船橋RC合同例会「PG土屋亮
平氏」

・「CLP導入について」
成田RC設楽正之氏

船橋みなと、主要
な行事及び奉仕
業績の概要

会員増強拡大例会「佐藤のり
子ミニコンサート」

ミニバスケットボール秋季大会
協賛金１５0，０００円

ミニバスケットボール秋季大会
協賛金１６２，０００円

ミニバスケットボール秋季大会
協賛金１６２，０００円

ミニバスケットボール秋季大会
協賛金１６２，０００円

カンボジアに学校を贈る会５
万＋バザー163,450円

あしなが育英会へ
バザー１４１，６７１円

愛のコンサート第7回　　10/12
宮本中学校

愛のコンサート第8回　　12/18
船橋中学校

愛のコンサート第9回　　11/5
湊中学校

愛のコンサート第10回
12/17船橋中学校

愛のコンサート第11回
11/18海神中学校

あしなが育英会へ
バザー１50,000円

あしなが育英会へ
バザー１３５，000円

ミニバスケットボール秋季大会
協賛金１６５，０００円

・「最新・労務情報」社会保険
労務士嶋津明子氏

・「船橋中央司法書士法人」皿
谷有子氏

・千葉工業大学「未来ロボテッ
クス学科について」閔弘圭氏

盛岡西北ＲＣ参加協力
ソーラ街灯２基７０万円

第2分区
ガバナー補佐

補佐クラブ
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クラブ暦 20 21 22 23 24
西　　暦 2012～2013 2013～2014 2014～2015 2015～2016
和　　暦 Ｈ24～25 Ｈ25～26 Ｈ26～27 Ｈ27～28
R.I会長 田中作治 ロンＤ・バートン ゲイリーＣ．Ｋ．フォアン K.R.ラビンドラン

R.I会長出身国 日本 アメリカ 台湾台北 スリランカ

年度テーマ
奉仕を通じて

平和を
ロータリーを実践し
みんなに豊かな人生を

ロータリーに輝きを
世界へのプレゼントに

なろう

地区ガバナー 得居　仁 関口徳雄 宇佐見透 櫻木英一郎
ガバナークラブ 松戸ＲＣ 浦安ＲＣ 千葉幕張ＲＣ 千葉RC

浜名謙一 森嶋康長 渡邉幸一 前田昌男

船橋南ＲＣ 船橋ＲＣ 鎌ヶ谷ＲＣ 船橋西ＲＣ

会　　長 田中恵美子 石井忠之 日野久美子 木村孝夫
幹　　事 田中　誠 木村　智 国分裕二 鈴木　正
副会長 石井忠之 日野久美子 木村孝夫 相川泰久
副幹事 木村　智 輪湖葆子 松本新太郎 三島謙一
ＳＡＡ 石井修一 金子眞理子 鈴木　正 内海　孝

副ＳＡＡ 輪湖葆子 越田光子 相川泰久 越田光子
会　　計 石井　博 石井修一 木村　智 田中恵美子

クラブ奉仕委員長 石井忠之 日野久美子
奉仕プロジェクト

木村孝夫
管理運営委員会

相川泰久
会員委員長 木村孝夫 西方　明 石井忠之 西方　明
Ｒ情報委員長 鈴木　正 内海　孝 田中　誠 板橋良夫
親睦活動委員長 日野久美子 三島謙一 西方　明 石井忠之
プログラム委員長 金子眞理子 木村孝夫 三島謙一 国分裕二
職業奉仕委員長 矢持くめ子 鈴木　正 国分裕二 金子眞理子
社会奉仕委員長 竹田輝夫 国分裕二 鈴木　正 三島謙一
国際奉仕委員長 竹口茂子 板橋良夫 金子眞理子 板橋良夫
新世代育成委員長板橋良夫 竹口茂子 田中恵美子 (社会奉仕兼任)

財団委員会[R財団西方　明 矢持くめ子 板橋良夫 (国際奉仕兼任)

〃［米山記念奨学委員長 (財団委員長兼任) 竹田輝夫 竹田輝夫 (国際奉仕兼任)

周年事業特別委員会 輪湖葆子
交換学生カウンセラー

Ｒ財団国際親善奨学生
カウンセラー

（Ｒ財団国際親善奨学生）

米山カウンセラー 竹田輝夫 竹田輝夫 竹田輝夫 田中　誠
(米山奨学生) 朴恩貞(パク・ウンジョン)朴恩貞(パク・ウンジョン)朴恩貞(パク・ウンジョン)羅佳(ロ・ジャ)

７月１日会員数 ２３名 ２２名 20名 17名 21名
20周年記念例会 アンデルセン公園椅子10万円 R希望の風10万円 R希望の風10万円

近藤珠實第1回作法教室・湊
町小学校５・６年生

第2回お作法教室　10/30
船橋小学校

第3回お作法教室　10/31
宮本小学校

第4回お作法教室　11/10
海神小学校

あかね園バザー協賛 あかね園バザー協賛 あかね園バザー協賛 あかね園バザー協賛

プログラム プログラム プログラム プログラム プログラム
移動夜間例会、ブルーカナリ
ヤ 愛媛松山親睦旅行

例会1000回記念ディズニーラ
ンド・クラブ33 忘年家族会

・Ｒ希望の風奨学金について
ＰＧ織田吉郎氏

移動例会、佐藤養助店・ハー
フムーン

京都親睦旅行
地区奉仕プロジェクト委員会
中村俊人様、卓話スリランカか
らサジーワニーさん

・「管内の治安情勢について」
木村義人氏

佐藤のり子さんお礼の会、東
京八重洲口「カスピタ・東京」

移動新年家族会：ウルフギャ
ング・ステーキハウス

・「船橋RC合同例会」土屋亮
平氏

外国人から見た日本、ソウル
から嫁いで?年。金基英氏

・あひるの会理事長岡崎幸子
氏

・綱領について、白鳥政孝氏 ・横洲かおるさんミニライブ
・中国との付き合い方城西国
際大学講師、斎藤剛氏

親睦旅行：富士山温泉・ホテ
ル鐘山苑

・船橋の小松菜
・私たちのロータリー財団地区
委員長関一憲氏

・元駐在所長の・・・あいおい
ニッセイ同和損保鮫島清治氏

・日本人が好きな中国嫌いな
中国、牧聡士氏

入会者　：湯浅修様、申弼子
様、小出勉様、成井道也様、
中野陽介様

ミニバスケットボール秋季大会
協賛金170,000円

愛のコンサート第15回　11月
19日湊中学校

愛のコンサート第14回　5月28
日船橋中学校

船橋みなと、主要
な行事及び奉仕
業績の概要

ミニバスケットボール秋季大会
協賛金１65，０００円

ミニバスケットボール秋季大会
協賛金１65，０００円

ミニバスケットボール秋季大会
協賛金170,000円

愛のコンサート第13回　6月16
日湊中学校

愛のコンサート第１２回
10/19宮本中学校

第2分区
ガバナー補佐

補佐クラブ
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年度 費実動活校催開費実動活校催開

1995～1996
(平成7-8年)

1996～1997
(平成8-9年)

1997～1998
(平成9-10年)

1998～1999
(平成10-11年)

1999～2000
(平成11-12年)

第1回
第2回

12/13
12/17

若松中学校
湊中学校

296,600円
(内、地区より140,000)

2000～2001
(平成12-13年)

第3回 12/20 御滝中学校 198,964円
(内、地区より80,000)

2001～2002
(平成13-14年)

第4回 1/10 二宮中学校 190,415円

2002～2003
(平成14-15年)

第5回 1/7 海神中学校 161,180円

2003～2004
(平成15-16年)

2004～2005
(平成16-17年)

2005～2006
(平成17-18年)

2006～2007
(平成18-19年)

第6回 12/8 湊中学校 262,417円

2007～2008
(平成19-20年)

第7回 10/12 宮本中学校 374,188円

2008～2009
(平成20-21年)

第8回 12/18 船橋中学校 571,522円
(内R財団補助金150,000)

568,411円
(内R財団補助金210,180)

2009～2010
(平成21-22年)

第9回 11/5 湊中学校 270,811円

2010～2011
(平成22-23年)

第10回 12/17 船橋中学校 267,772円

2011～2012
(平成23-24年)

第11回 11/18 海神中学校 298,305円

2012～2013
(平成24-25年)

第１２回 10/19 宮本中学校 204,960円 第１回 12/12 湊町小学校 108,190円

2013～2014
(平成25-26年)

第１３回 6/16 湊中学校 209,325円 第２回 10/30 船橋小学校 132,925円

2014～2015
(平成26-27年)

第１４回 5/28 船橋中学校 189,996円 第3回 10/31 宮本小学校 111,944円

2015～2016
(平成27-28年)

第15回 11/19 01/11回４第校学中湊 海神小学校 113,240円

室教法作おトーサンコの愛

船橋みなとロータリークラブ【奉仕活動】
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カンボジアに
学校を贈る会

ミニバスケット
秋季大会

青少年
交換派遣
高校生

米山世話クラブ Ｒ財団奨学生 年度

１０万円 105,796 1995～1996

１０万円 105,935 王　豊明
ウオンフォンミン

1996～1997

124,860
石井文博
ダニエル

1997～1998

124,860
田中美恵子
エリザベス

1998～1999

124,860
船橋港親水公
園システムク
ロック寄贈

333,825 張　　蔚風
チャンウイフォン

赤松弥生 1999～2000

125,002 2000～2001

125,002 2001～2002

125,002 2002～2003

５万円 127,554
黄　　非
コウ　ヒ

2003～2004

５万円 第１回
カンボジアに学校

贈る会　91,230円 127,554 2004～2005

５万円 第２回
カンボジアに学校

贈る会　113,975円 127,554 2005～2006

５万円 150,000
李　憲郷
イホンギョン

2006～2007

５万円 第３回
カンボジアに学校

贈る会　163,450円 150,000 李　憲郷 2007～2008

5万円 第4回
あしなが育英会

141,671円
162,000

閔　弘圭
ミンホンキュ

2008～2009

162,000
閔　弘圭
ミンホンキュ

中村友香 2009～2010

第5回
あしなが育英会

135,000円
162,000 中村友香 2010～2011

第６回
あしなが育英会

110,075円
165,000

盛岡西ＲＣ
街灯２基

2102～1102000,007

第7回 あかね園支援 165,000
朴　恩貞㋃₋㋉
パクウンジョン

2012～2013

第8回 あかね園支援 165,000
アンデルセン
公園椅子寄贈
第2分区合同

100,000
朴　恩貞㋃⁻㋇
パクウンジョン

2013～2014

第9回 あかね園支援 170,000 希望の風 100,000

希望の風 100,000

羅　　佳
ロ　　ジャ

2014～2015

第１０回 あかね園支援 170,000
羅　　佳
ロ　　ジャ

2015～2016

 ふなばし市民まつり
チャリティーバザー

他、奉仕活動
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2016,７,1

　会員氏名 職業分類 　勤務先名 勤務先住所 電話番号

1 　相川泰久 歯科医師 相川歯科医院 船橋市本町1-12-11-204 047-434-3212

2 　石井修一 農業 イシイファーム 船橋市東中山1-16-21 047-334-1948

3   石井忠之 不動産 ㈱イーコネクション 船橋市本町4-37-1 047-411-9553

4 　石井　博 日本料理 ㈱稲荷屋 船橋市本町1-12-12 047-433-3131

5 　板橋良夫 不動産賃貸 正直不動産㈱ 船橋市宮本1-22-10 047-422-3343

6 　内海　孝 冷凍倉庫 カネハチ産業(有) 船橋市日の出1-7-3 047-434-5850

7 　金子真理子 幼稚園 古和釜幼稚園 船橋市松ヶ丘4-32-1 047-464-3030

8   木村孝夫 食品卸売業 （株）キムラ食品 船橋市宮本4-5-16 047-423-7842

9 　小出　勉 一般廃棄業 (株)京葉総業 船橋市高根町2712-1 047-407-7500

10 　国分裕二 生命保険 プルデンシャル生命保険㈱ 船橋市浜町2-1-1三井ビル 047-437-6030

11 　越田光子 損害保険 ㈱越田 船橋市南三咲2-33-1 047-440-1500

12 　申　弻子 飲食店 (有)裕盛 船橋市本町38-22　山口ビル 047-425-8007

13 　鈴木　正 運送業 京葉運送(有) 船橋市夏見1-17-26 047-423-3329

14 　田中恵美子 仏教 宗教法人淨勝寺 船橋市本町3-36-32 047-422-6733

15  　中野陽介 古紙リサイクル リーガルサービス(株) 船橋市南海神1-5-19 047-401-5245

16 　成井道也 不動産 (株)リアルグラッド 船橋市宮本2-9-11 047-409-7913

17 　西方　明 レストラン (有)ブルーカナリヤ 船橋市本町4-16-33 047-425-5020

18 　日野久美子 建築工事 (有)デザイン・みぶ 千葉市稲毛区山王町280-3 043-308-6912

19 　松本新太郎 一般弁護士 松本・山下綜合法律事務所 千葉市中央区中央3-2-2 043-227-5676

20 　三島謙一 損害保険
あいおいニッセイ同和
損害保険㈱ 船橋市本町3-32-25 047-422-6166

21 　湯浅　修 スポーツクラブ ミナト・スポーツクラブ 鎌ヶ谷市南鎌ヶ谷3-2-27 047-445-5381

　　船橋みなとロータリークラブ会員一覧表
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会 長 ： 相川泰久 直 前 会 長 ： 木村孝夫 会長エレク ト ： 石井　博

幹　　　　　　事　： 板橋良夫 S A A ： 湯浅　修 会　　　　　　計　： 内海　孝

理 事 ： 日野久美子 鈴木　正 石井忠之

　　〃　　　　　　： 国分　裕二 西方　明 小出　勉

委員長： 石井　博

◎ 会場監督 SAA　： 湯浅　修 副SAA： 越田光子

◎ プログラム委員会 委員長： 西方　明 副委員長： 石井修一

◎ 広報委員会 委員長： 石井修一 副委員長： 大桃　守

◎ 親睦活動委員会 委員長： 小出　勉 副委員長： 中野陽介

委　員： 国分裕二

委　員： 成井道也

委　員： 申　弼子

委員長： 鈴木　正 副委員長：

委員長： 石井　博

◎ 職業奉仕委員会 委員長： 日野久美子 副委員長： 松本新太郎

◎ 社会奉仕委員会 委員長： 石井忠之 副委員長： 金子眞理子

副委員長： 申　弼子

◎ 国際奉仕委員会 委員長： 国分裕二 副委員長： 田中恵美子

木村孝夫

木村孝夫船橋市国際交流協会評議員

会員選考・職業分類委員会兼任

≪研修リーダー≫

ロータリー財団委員会兼任

会報・ﾛｰﾀﾘｰ情報・雑誌委員会兼任

≪会計監査≫　：松本新太郎

≪奉仕プロジェクト委員会≫

≪管理運営委員会≫

以下≪　　　≫＝委員会　・　◎＝小委員会

(会長エレクト)

≪会員増強委員会≫

青少年奉仕委員会兼任

米山記念奨学会委員会兼任

〖評議員・その他〗

2016～2017年度船橋みなとロータリークラブ委員会編成表

≪役員・理事≫
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収入の部

科　　　　目 予算額 決算額

737,783737,783金越繰

17 名× 270,000 円 既存会員

3 名× 135,000 円 新規予定

000,051000,001金会入 1 名× 50,000 円

000,03000,27費ータジビ 7 名× 3,000 円

000,536002,093金付寄

奉仕特別会計より繰入 400,000 0

432,11000,1入収雑

合　　　　計 6,345,937 6,763,971

支出の部

科　　　　目 予算額 決算額

1.各種負担金 596,385 623,515

2.寄付金、その他 438,152 686,840

3.クラブ運営費 4,471,680 4,441,625

4.委員会活動費 360,000 283,262

周年記念事業積立金 0 0

00費備予

242,530,6712,668,5計合出支

927,827027,974金越繰

合　　　　計 6,345,937 6,763,971

5,550,000

米山・Ｒ財団・ポリオ

2015～2016年度決算書　

備　　　考

4,995,000

備　　　考

銀行利息、前年度新規通帳頭金戻し金

年会費
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収入の部

科　　　　目 予算額 決算額

737,783737,783金越繰

17 名× 270,000 円 既存会員

3 名× 135,000 円 新規予定

000,051000,001金会入 1 名× 50,000 円

000,03000,27費ータジビ 7 名× 3,000 円

000,536002,093金付寄

奉仕特別会計より繰入 400,000 0

432,11000,1入収雑

合　　　　計 6,345,937 6,763,971

支出の部

科　　　　目 予算額 決算額

1.各種負担金 596,385 623,515

2.寄付金、その他 438,152 686,840

3.クラブ運営費 4,471,680 4,441,625

4.委員会活動費 360,000 283,262

周年記念事業積立金 0 0

00費備予

242,530,6712,668,5計合出支

927,827027,974金越繰

合　　　　計 6,345,937 6,763,971

5,550,000

米山・Ｒ財団・ポリオ

2015～2016年度決算書　

備　　　考

4,995,000

備　　　考

銀行利息、前年度新規通帳頭金戻し金

年会費

＝ 124 円

予算額 決算額

上期 17 名 × 12,625 円

下期 20 名 × 12,640 円

132,298 上期 17 名 × 58,404 円

下期 20 名 × 68,448 円

2,108 3162 上期 17 名 × 2,108 円 1 ＄ 124 円/1＄

計 596,385 623,515

74000 74,000 上期 17 名 × 2,000 円

180,000 下期 20 名 × 2,000 円

210,800 297,000 上期 17 名 × 12,400 円 ＄ 124 円/1＄

105,400 84,000 上期 17 名 × 6,200 円 50 ＄ 124 円/1＄

上期 17 名 × 1,296 円

下期 20 名 × 1,296 円

438,152 686,840

予算額 決算額

70,000 76,224
上期 17 名 × 2,700 円 × 回

下期 20 名 × 2,700 円 × 回

50,000 円 × 回

362,320 362,320
15,000 10,756

1,216,560 1,216,560
180,000 200,880
30,000 30,000
10,000 0
30,000 10,690
50,000 80,000
50,000 56,200
80,000 76,977
15,000 10,260
85,000 34,126
30,000 68,718

0 29,160
4,471,680 4,441,625

予算額 決算額

0 0
プログラム委員会 200,000 97,110
親睦活動委員会 100,000 143,152
広報委員会 10,000 0

10,000 6,000
0

職業奉仕委員会 10,000 0
社会奉仕委員会 10,000
青少年奉仕委員会 10,000
国際奉仕委員会 10,000
ロータリー財団委員会 0

360,000 283,262

米山特別寄付金

卓話者お車代・プロジェクター・ｽｸﾘｰﾝ代

22

22例会費 2,247,800
1ガバナー公式訪問

振込・送金手数料

雑費

小　　　　計

1．各種負担金

3．クラブ運営費

活動計画書作成費

印刷トナー他

賃料・光熱費(電気・水道・他)

他クラブ周年式典出席・その他

出席率表彰・功労彰

会員誕生日祝い・年男・年女祝い

図書費

4．委員会活動費

奉仕プロジェクト委員会

ＰＣ関係費(ＨＰ含む)

交際費

慶弔費

通信費

事務所管理費

事務人件費

印刷費

会報作成費

次年度運営費

小　　　　計

円/1＄

Ｒ財団年次寄付金

ポリオプラス基金

小　　　　計

100

ロータリーの友購読料

米山記念奨学会普通寄付金

ＲＩ人頭分担金・Ｒ誌１部 126,852 27 ＄

488,055

クラブ管理運営委員会

会員増強委員会

科　　　　目

1＄

+ 12 ＄ 124

クラブ奉仕委員会

備　　考　　

理事会費・分区会長幹事会費等

ロータリー情報・会報・雑誌・撮影

規定審議会の年次賦課金

科　　　　目

科　　　　目

2.寄付金・その他

備　　考　　

備　　考　　

複合機リース料

2,178,754

27,000

10,000

47,952

地区関係負担金 467,425

51,840

会議費

消耗品費

事務所賃貸費
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収入の部
項　　　　　目 予算額 決算額

前年度繰越額 1,039,678 1,039,678
ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 600,000 703,000
コインボックス 60,000 79,642
地区補助金 200,000 210,180
銀行利息 160 175

合　　　　　計 1,899,838 2,032,675

支出の部
項　　　　　目 予算額 決算額

ＳＡＡ活動費 20,000 20,000
愛のコンサート費 440,000 568,411
ミニバスケットボール大会協賛費 170,000 170,000
作法「マナー」教室 120,000 113,240
災害義捐金 20,000 62,000
希望の風寄付金 100,000 100,000
振込手数料、他 3,000 864
本会計へ支出 400,000 0
支出合計 1,273,000 1,034,515
次年度繰越金 626,838 998,160

合　　　　　計 1,899,838 2,032,675

　　　　　　　　【米山世話クラブ会計】
項　　　　目 収入 支出

前年度繰越金 59,432
7/17米山より世話クラブへ 40,000
銀行利息 27
4/9カウンセラー研修費 5,000
最終例会会費 10,000
誕生日お祝い品 5,400
7/25カウンセラー研修費 5,000
8/4移動例会会費 5,000
忘年会家族会費 8,000
地区新年会費カウンセラー 5,000
卒業記念品(腕時計) 33,480
雑費、振込手数料 540

合　　　　　計 99,459 77,420
次回繰越金　　99,459-77,420＝22,039

科　　　　目

周年事業積立金

　　　　　　　　【奉仕特別会計】決算書

　　　　　　　【周年事業特別会計】

2,911,101

2016年6月3日現在
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収入の部
項　　　　　目 予算額 決算額

前年度繰越額 1,039,678 1,039,678
ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 600,000 703,000
コインボックス 60,000 79,642
地区補助金 200,000 210,180
銀行利息 160 175

合　　　　　計 1,899,838 2,032,675

支出の部
項　　　　　目 予算額 決算額

ＳＡＡ活動費 20,000 20,000
愛のコンサート費 440,000 568,411
ミニバスケットボール大会協賛費 170,000 170,000
作法「マナー」教室 120,000 113,240
災害義捐金 20,000 62,000
希望の風寄付金 100,000 100,000
振込手数料、他 3,000 864
本会計へ支出 400,000 0
支出合計 1,273,000 1,034,515
次年度繰越金 626,838 998,160

合　　　　　計 1,899,838 2,032,675

　　　　　　　　【米山世話クラブ会計】
項　　　　目 収入 支出

前年度繰越金 59,432
7/17米山より世話クラブへ 40,000
銀行利息 27
4/9カウンセラー研修費 5,000
最終例会会費 10,000
誕生日お祝い品 5,400
7/25カウンセラー研修費 5,000
8/4移動例会会費 5,000
忘年会家族会費 8,000
地区新年会費カウンセラー 5,000
卒業記念品(腕時計) 33,480
雑費、振込手数料 540

合　　　　　計 99,459 77,420
次回繰越金　　99,459-77,420＝22,039

科　　　　目

周年事業積立金

　　　　　　　　【奉仕特別会計】決算書

　　　　　　　【周年事業特別会計】

2,911,101

2016年6月3日現在

収入の部

科　　　　目 前年度予算額 今年度予算額

927,827737,783金越繰

21 名× 270,000 円 既存会員

3 名× 135,000 円 新規予定

000,051000,051金会入 3 名× 50,000 円

ビジター費 72,000 30,000 10 名× 3,000 円

000,684002,093金付寄

奉仕特別会計より繰入 400,000 0

000,1000,1入収雑

合　　　　計 6,395,937 7,470,729

支出の部

科　　　　目 前年度予算額 今年度予算額

1.各種負担金 596,385 712,035

2.寄付金、その他 438,152 494,820

3.クラブ運営費 4,471,680 5,032,036

4.委員会活動費 270,000 320,000

周年記念事業積立金 0 0

00費備予

支　出　合　計 5,776,217 6,558,891

次年度繰越金 619,720 911,838

合　　　　計 6,395,937 7,470,729

4,995,000

米山・Ｒ財団・ポリオ

2016～2017年度予算書　

備　　　考

6,075,000

備　　　考

銀行利息、他

年会費
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＝ 110 円

前年度予算額 今年度予算額

上期 21 名 × 12,625 円

下期 24 名 × 12,640 円

上期 21 名 × 58,404 円

下期 24 名 × 75,240 円

2,108 2,310 上期 21 名 × 2,310 円 1 ＄ 110 円/1＄

小　　　計 596,385 712,035

42,000 上期 21 名 × 2,000 円

48,000 下期 24 名 × 2,000 円

210,800 231,000 上期 21 名 × 11,000 円 ＄ 110 円/1＄

105,400 115,500 上期 21 名 × 5,500 円 50 ＄ 110 円/1＄

27,216 上期 21 名 × 1,296 円

31,104 下期 24 名 × 1,296 円

438,152 494,820

前年度予算額 今年度予算額

70,000 75,000
上期 21 名 × 2,700 円 × 回

2,782,400 下期 23 名 × 2,700 円 × 回

50,000 円 × 回

362,320 362,320
15,000 10,756

1,216,560 1,216,560
180,000 200,000
30,000 30,000
10,000 10,000
30,000 20,000
50,000 50,000
50,000 50,000
80,000 80,000
15,000 15,000
85,000 50,000
30,000 50,000

0 30,000
4,471,680 5,032,036

前年度予算額 今年度予算額

プログラム委員会 100,000 100,000
親睦活動委員会 100,000 150,000
広報委員会 10,000 10,000

10,000 10,000

職業奉仕委員会 10,000 10,000
社会奉仕委員会 20,000 10,000
青少年奉仕委員会 10,000 10,000
国際奉仕委員会 10,000 10,000
ロータリー財団・米山委員会 0 10,000

270,000 320,000

2,247,800
1ガバナー公式訪問

会員誕生日祝い・年男・年女祝い

卓話者お車代・プロジェクター・ｽｸﾘｰﾝ代

クラブ奉仕委員会

23

23

1．各種負担金

3．クラブ運営費

図書費

振込・送金手数料

雑費

次年度運営費

例会費

ＰＣ関係費(ＨＰ含む)

交際費

円/1＄

通信費

消耗品費

4．委員会活動費

活動計画書作成費

印刷トナー他

賃料・光熱費(電気・水道・他)

他クラブ周年式典出席・その他

米山特別寄付金

小　　　　計

74,000

＄28

理事会費・分区会長幹事会費等

ロータリーの友購読料 47,952

クラブ管理運営委員会

会員増強委員会

奉仕プロジェクト委員会

ロータリー情報・会報・雑誌・撮影

小　　　　計

出席率表彰・功労彰

科　　　　目

1＄

+ 12 ＄ 110

小　　　　計

備　　考　　

規定審議会の年次賦課金

科　　　　目

科　　　　目

2.寄付金・その他

備　　考　　

備　　考　　

地区関係負担金 568,485

141,240

100

事務所管理費

事務人件費

印刷費

事務所賃貸費

467,425

ＲＩ人頭分担金・Ｒ誌１部 126,852

Ｒ財団年次寄付金

ポリオプラス基金

米山記念奨学会普通寄付金

会議費

会報作成費

複合機リース料

慶弔費
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＝ 110 円

前年度予算額 今年度予算額

上期 21 名 × 12,625 円

下期 24 名 × 12,640 円

上期 21 名 × 58,404 円

下期 24 名 × 75,240 円

2,108 2,310 上期 21 名 × 2,310 円 1 ＄ 110 円/1＄

小　　　計 596,385 712,035

42,000 上期 21 名 × 2,000 円

48,000 下期 24 名 × 2,000 円

210,800 231,000 上期 21 名 × 11,000 円 ＄ 110 円/1＄

105,400 115,500 上期 21 名 × 5,500 円 50 ＄ 110 円/1＄

27,216 上期 21 名 × 1,296 円

31,104 下期 24 名 × 1,296 円

438,152 494,820

前年度予算額 今年度予算額

70,000 75,000
上期 21 名 × 2,700 円 × 回

2,782,400 下期 23 名 × 2,700 円 × 回

50,000 円 × 回

362,320 362,320
15,000 10,756

1,216,560 1,216,560
180,000 200,000
30,000 30,000
10,000 10,000
30,000 20,000
50,000 50,000
50,000 50,000
80,000 80,000
15,000 15,000
85,000 50,000
30,000 50,000

0 30,000
4,471,680 5,032,036

前年度予算額 今年度予算額

プログラム委員会 100,000 100,000
親睦活動委員会 100,000 150,000
広報委員会 10,000 10,000

10,000 10,000

職業奉仕委員会 10,000 10,000
社会奉仕委員会 20,000 10,000
青少年奉仕委員会 10,000 10,000
国際奉仕委員会 10,000 10,000
ロータリー財団・米山委員会 0 10,000

270,000 320,000

2,247,800
1ガバナー公式訪問

会員誕生日祝い・年男・年女祝い

卓話者お車代・プロジェクター・ｽｸﾘｰﾝ代

クラブ奉仕委員会

23

23

1．各種負担金

3．クラブ運営費

図書費

振込・送金手数料

雑費

次年度運営費

例会費

ＰＣ関係費(ＨＰ含む)

交際費

円/1＄

通信費

消耗品費

4．委員会活動費

活動計画書作成費

印刷トナー他

賃料・光熱費(電気・水道・他)

他クラブ周年式典出席・その他

米山特別寄付金

小　　　　計

74,000

＄28

理事会費・分区会長幹事会費等

ロータリーの友購読料 47,952

クラブ管理運営委員会

会員増強委員会

奉仕プロジェクト委員会

ロータリー情報・会報・雑誌・撮影

小　　　　計

出席率表彰・功労彰

科　　　　目

1＄

+ 12 ＄ 110

小　　　　計

備　　考　　

規定審議会の年次賦課金

科　　　　目

科　　　　目

2.寄付金・その他

備　　考　　

備　　考　　

地区関係負担金 568,485

141,240

100

事務所管理費

事務人件費

印刷費

事務所賃貸費

467,425

ＲＩ人頭分担金・Ｒ誌１部 126,852

Ｒ財団年次寄付金

ポリオプラス基金

米山記念奨学会普通寄付金

会議費

会報作成費

複合機リース料

慶弔費

収入の部
項　　　　　目 前年度予算 今年度予算額

前年度繰越額 1,039,678 986,000
ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 600,000 600,000
コインボックス 60,000 60,000
地区補助金 200,000 200,000
銀行利息 160 150

収　入　合　計 1,899,838 1,846,150

支出の部
項　　　　　目 前年度予算 今年度予算額

ＳＡＡ活動費 20,000 20,000
愛のコンサート費 440,000 480,000
ミニバスケットボール大会協賛費 170,000 170,000
作法「マナー」教室 120,000 120,000
災害義捐金 20,000 20,000
希望の風寄付金 100,000 100,000
振込手数料、他 3,000 2,000
本会計へ支出 400,000

支　出　合　計 1,273,000 912,000
次年度繰越金 626,838 934,150

合　　　　　計 1,899,838 1,846,150

【R財団補助金対象】

船橋湊中学校・愛のコンサート 金　　　額

地区補助金額 200,000
クラブ奉仕特別会計 280,000

合　　　計 480,000

科　　　　目

周年事業積立金 2,911,101

【奉仕特別会計】予算書

【周年事業特別会計】

2016年6月3日現在
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管理運営委員会
（クラブ奉仕）

委 員 長　　石　井　　　博

活動方針
　クラブの活性化に努め、活力あるクラブと会員を維持し、増強する。

実施計画
１．各委員会の活動計画の実現促進。
２．クラブ創立25周年例会の検討、企画。
３．クラブウェブサイトの管理。
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ＳＡＡ（会場監督）

Ｓ Ａ Ａ　　湯　浅　　　修
副ＳＡＡ　　越　田　光　子

活動方針
　ロータリーの本質である「親睦から奉仕へ」の出発点は例会であります。例会場の気品と風紀

を守り、リラックスした親睦ムードを作るよう心掛けます。

実施計画
１．�スピーチの際、私語や席を外すことは最も失礼にあたります。風紀維持のためにも会員全体

の自覚を促します。

２．�ニコニコボックスは、個人の篤志です。別名スマイルボックス、「お蔭様で」と思った時に

会場をわかせてください。

３．卓話講師に配慮した時間の配分を考える。
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月日 例会プログラム内容 担当委員会 備　　　考

７月

「クラブ協議会」2016-17年度会長就任挨拶　 会長
月初/会員誕生日お祝い 親睦活動委員会

1２日 クラブ協議会、運営方針及び活動計画 幹事

１９日 Ⅰ岡田Ｇ補佐訪問　 幹事 理事会

2６日 プログラム委員会

８月 会員増強・拡大月間

２日 月初/会員誕生日お祝い 親睦活動委員会

９日 プログラム委員会

１６日 盆休み

２３日 Ⅱ岡田Ｇ補佐訪問 幹事 理事会

３０日 定款第6条第1節による休会

９月

６日 月初/会員誕生日お祝い 親睦活動委員会

１３日 16日(金)3クラブ合同ガバナー訪問振替休会 幹事 13日地区大会記念ゴルフ大会

２０日 プログラム委員会

２７日 ２５日(日)地区大会振替休会 ２５日(日)地区大会(成田国際会館)

１０月 経済と地域社会の発展月間、米山月間

４日 月初/会員誕生日お祝い 親睦活動委員会

１１日 プログラム委員会
15日(土)第2分区情報研究会13：
30～17：00　クロスウエーブ

１８日 プログラム委員会 理事会

２５日 プログラム委員会

１１月 ロータリー財団月間

１日 月初/会員誕生日お祝い 親睦活動委員会

８日 プログラム委員会

１５日 プログラム委員会 理事会

２２日 Ⅲ岡田Ｇ補佐訪問

２９日 定款第6条第1節による休会

１２月 疾病予防と治療月間

年次総会 幹事
月初/会員誕生日お祝い 親睦活動委員会

１３日 プログラム委員会

２0日 プログラム委員会 理事会

２７日 プログラム委員会

プログラム上半期予定表

５日

６日

基本的教育と識字率向上月間／ロータリーの友月間
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月日 例会プログラム内容 担当委員会 備　　　考

１月 職業奉仕月間

１０日 月初/会員誕生日・年男お祝い 親睦活動委員会

１７日 職業奉仕について 職業奉仕委員会 理事会

２４日 卓話 プログラム委員会

３１日 定款第６条第１節により休会

２月 平和と紛争予防/紛争解決

７日 9日Ｉ．Ｍ振替休会 幹事
9日(木)Ｉ．Ｍ　14：00～懇親会
グランドホテル

１４日 月初/会員誕生日お祝い 親睦活動委員会 理事会

２１日 プログラム委員会

２８日 プログラム委員会

３月 水と衛生月間

７日 月初/会員誕生日お祝い 親睦活動委員会

１４日 Ⅳ岡田Ｇ補佐訪問 幹事

２１日 プログラム委員会 理事会

２８日 プログラム委員会

４月 母子の健康月間

４日 月初/会員誕生日お祝い 親睦活動委員会

１１日 卓話 プログラム委員会

１８日 プログラム委員会 新旧合同理事会

２５日 プログラム委員会

５月 青少年奉仕月間

２日 定款第6条第1節による休会

９日 月初/会員誕生日お祝い 親睦活動委員会

１６日 プログラム委員会 理事会

２３日 青少年奉仕委員会

３０日 プログラム委員会

６月 ロータリー親睦活動月間 親睦活動委員会

１３日 1年を振り返って 幹事

２０日 プログラム委員会

２７日 2016-17年度最終例会 新旧、親睦活動委員会

プログラム下半期予定表

３日

６日

定款第６条第１節により休会

次年度理事会プログラム委員会
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プログラム委員会

委 員 長　　西　方　　　明
副委員長　　石　井　修　一

活動方針
　各委員会、各会員との連携で会員が興味を抱いていただける充実した内容のあるプログラムを
企画し、楽しく笑いのある例会を目指す。
　それによりクラブ全会員の理解と信頼の向上はかり、例会への出席意欲高めるように努めてい
きます。

実施計画
１．月初例会は会員誕生お祝いの卓話
２．親睦委員会と連携し、移動例会を企画する。
３．多方面からの外部講師による卓話
４．出席率の向上になるような例会を企画し、運営する。
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広報委員会
（ロータリー情報・会報・雑誌）

委 員 長　　石　井　修　一
副委員長　　大　桃　　　守

活動方針
　ロータリアンとして会員以外の一般の人に、世界で日本で地域で、どんな活動をして、どのよ

うな意識でいるか説明出来るように理解していなくてはならないと思います。

　まず自分のクラブの活動している事だけではロータリーの説明にはならないので、世界のロー

タリー事情や日本のロータリー事情また千葉県(2790地区）船橋周辺の事情など会報や雑誌など

を通じ各自がある程度理解して身近な人に共感を得られるよう各自が認識するよう啓もうする。

実施計画
１．クラブの活動を身近な人達に理解してもらい近隣の人たちへPRし覚えてもらう。

２．新メンバーには今までのクラブの風習などを押しつけず新人の意見を尊重してあげる。

３．週報の制作を担当して頂いている事務局に協力して充実した会報を発行する。
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親睦活動委員会

委 員 長　　小　出　　　勉
副委員長　　中　野　陽　介
委　員　　　国　分　裕　二

　　委　員　　　申　　　弼　子
委　員　　　成　井　道　也

活動方針
　クラブ内の友好と親睦をテーマとし、クラブ運営を楽しくするために、会員相互の親睦を深め
ることを最大の目標とし、プログラム委員会及びクラブ奉仕委員会と連携を密にし「楽しいクラ
ブ」「楽しい例会」を達成できるよう活動してまいります。
　また、活動を通して、地域社会にも貢献して行きたいと考えております。

実施計画
１．会員のお誕生日プレゼント及び会員卓話
２．夏の家族会、冬の家族会（会員の友人・知人・家族）参加型のイベント開催
３．愛湊会の実施　月１回第４火曜日
４．移動例会及び夜間例会の実施
　　①移動例会プログラム委員会と連携して早めの企画を立案致します。
　　②�夜間例会はイベント（愛のコンサート・お作法教室）開催の、翌週日を基に年４回位開催

実施
５．親睦旅行　年１回実施（全員参加型の旅行）

月 会員誕生日 月 会員誕生日

７月
石井　修一（20日）　金子真理子（25日）
松本新太郎（26日）

１月

８月 鈴木　　正（14日）　大桃　　守（20日） ２月 日野久美子（21日）

９月 石井　　博（10日）　申　　弼子（12日） ３月 木村　孝夫（１日）　小出　　勉（３日）

10月 田中恵美子（26日）　中野　陽介（31日） ４月 越田　光子（２日）　相川　泰久（19日）

11月
湯浅　　修（９日）　内海　　孝（14日）
成井　道也（24日）

５月 板橋　良夫（23日）　西方　　明（29日）

12月 国分　裕二（４日）　石井　忠之（21日） ６月
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会員増強委員会
（出席・分類・選考）

委 員 長　　鈴　木　　　正

活動方針
本年度、国際ロータリーのテーマは「人類に奉仕するロータリー」であります。人類への奉仕

はロータリークラブの礎であり、存在理由となってきました。そのためには仲間の輪を拡大して

ゆかなければなりません。人的にも金銭面においてもクラブの活性、奉仕活動の発展、強化へと

繋がるからであります。クラブ活動・運営が積極的になれば、魅力ある例会が実施され、必然的

に奉仕活動も活発になり、仲間の輪を拡大しようと努めるはずです。親睦委員会と協力して、会

員の趣味を生かした同好会活動も重要であると思います。

また、拡大と同時に大会防止についても十分配慮していかなければなりません。特に入会間も

ない会員についての研修や、声掛けには心掛けていくべきです。

まずは我がクラブの魅力は何であるか把握して、クラブ全員で取り組んでいくことが必要であ

ります。

　
実施計画
１．親睦・プログラム委員会と協力し、魅力ある例会を企画

２．退会防止と３名の会員増強

３．新入会員へのフォローアップ

４．100％出席例会の達成

グループ 職業分類 氏　　名
ホ テ ル 及 び
レ ス ト ラ ン

ホテル
日本料理店
レストラン
飲食店

石井　　博
西方　　明
申　　弼子

建 設 及 び
建 設 関 連

建築工事
測量士
建築材料販売
土木工事
電気工事
配管工事
造園工事

日野久美子

不 動 産 及 び
不 動 産 関 連

不動産
不動産賃貸

成井　道也
石井　忠之
板橋　良夫

金 融 証券取扱
質業

保 険 生命保険

損害保険

国分　裕二

越田　光子
大桃　　守

医療及び薬剤 病院
診療所
歯科医
薬局

相川　泰久

運 輸 運送
倉庫

鈴木　　正
内海　　孝

グループ 職業分類 氏　　名
商 業 百貨店

スーパー
海産物卸
食品卸売
美術品販売

木村　孝夫

工 業 自動車整備
鉄鋼製品販売
食品製造

法 律 及 び
ビ ジ ネ ス
サ ー ビ ス

一般弁護士
公認会計士
税理士
経営コンサルタント
行政書士
社会保険労務士
スポーツジム

松本新太郎

湯浅　　修
広 告 宣 伝
及 び 印 刷

広告代理店
屋外広告
放送

農業及び漁業 農業 石井　修一
そ の 他 仏教

宗教式典
老人ホーム
幼稚園
旅行代理店
動物病院
ペットサロン
一般廃棄物処理
古紙リサイクル

田中恵美子

金子眞理子

小出　　勉
申野　陽介

充填・未充填職業分類一覧表
（2016年７月１日現在）
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職業奉仕委員会

委 員 長　　日　野　久美子
副委員長　　松　本　新太郎

活動方針
１．個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準をもって行動する。

２．取引の全てにおいて公正に努め、相手とその職業に対して尊重の念をもって接する。

３．�自分の職業スキルを生かして、若い人々を導き、特別なニーズを抱える人びとを助け、地

域社会や世界中の人びとの生活の質を高める。

４．ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。

２年前、上記のように「ロータリアンの職業宣言」が「ロータリアンの行動規範」に改訂さ

れました。それは、自分の職業に「誇り」と「愛情」を持って最大級の努力をすること。

その結果で信用を得る、奉仕の基盤を築ける、他のために行動できる自分になることだと示

しています。

会員同士が切磋琢磨できるコミュニケーションの充実を図り、みなとRCらしい奉仕活動に

繋げて行きたいと思います。

実施計画
１．職業奉仕月間に、地区研修委員会と連携し卓話を企画します。
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活動方針
本年度、当クラブの社会奉仕委員会においては、従来とおり青少年に対する社会奉仕活動を引

き継ぐとともに、更に継続事業として充実させていきたいと思います。

青少年の育成に対する奉仕活動こそ、社会奉仕の原点に鑑みてまいりたいと考えます。

そして全員参加型の社会奉仕活動を基より、全員の意識の向上に加え、社会奉仕活動が活発に

遂行出来るよう努めますので、積極的に社会貢献活動をしてまいりましょう。

実施計画
１．船橋市市内の中学生を対象とした「愛のコンサート」開催

２．船橋市市内の小学生を対象とした「お作法教室」開催

３．秋季ミニバスケットボール大会（小学生を対象とした）支援事業

４．市民祭り　ジョイ＆ショッピングフェアにおける「あかね園バザー」出店支援

５．ロータリー「希望の風」支援

社会奉仕委員会
（青少年奉仕）

委 員 長　　石　井　忠　之  
副委員長　　金　子　眞理子
副委員長　　申　　　弼　子
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国際奉仕委員会
（国際奉仕・ロータリー財団・米山記念奨学）

委 員 長　　国　分　裕　二
副委員長　　田　中　恵美子

活動方針
１．�当クラブは世界の恵まれない人々が平和であることを願う、具体的な国際ロータリーの活動

方針を支える。

２．�人道主義を貫き、ロータリー財団に寄付についても会員の皆様の理解を深めるよう啓蒙し続

ける。

３．これまで通り、米山記念奨学制度には積極的に参加していくものとします。

実施計画
１．船橋の国際交流協会の活動を理解するために、卓話のできる方をお願いする。

２．�ロータリー財団の活動情報を随時提供し、昨年以上の寄付を募る。そして、一人でも多くの

ポールハリスフェローを生み出すよう、努力する。

３．�日本独自の米山奨学事業についてより深い理解を促し、米山功労者、メジャードナー等を多

数輩出する。
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