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第 58巻第１５号 通巻第 2748号 

第 2761回 例会 

2016年（平成 28年）１２月１３日 
12:30点鐘 東金商工会議所 4階例会場 

 

2016～2017年度 
国際ロータリーテーマ 

人類に奉仕するロータリー 
国際ロータリー会長    ジョン F. ジャーム 
 
第 2790地区ガバナー  青 木 貞 雄 
第 6分区ガバナー補佐  河 野 知 宏 

会長 小 林 信 雄 
〃      幹事 秋 葉 芳 秀 
〃   広報委員長 長 尾 邦 俊 

 
 

東金ロータリークラブ 概要 
Togane RC Information 

創  立 1959年 9 月 15日 
ＲＩ承認 1959年 10月 17日 
例会日  火曜日 12:30～13:30 
例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 
WEB  http://www.togane-rc.jp/ 
事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 
東金商工会議所内 
TEL  0475-52-1101(代) 
FAX  050-3730-2559 
E-mail info@togane-rc.jp 

Program   

 
開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

お食事 

会長挨拶 

幹事報告 

委員会報告 

卓話 

 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

 

小林 信雄 会長 

「我等の生業」 

秋葉 芳秀 幹事 

かしま 

小林 信雄 会長 

秋葉 芳秀 幹事 

 

栗谷 桂一 様 

（東金税務署長） 

親睦委員会 

管理運営委員会 

小林 信雄 会長 
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理事会報告 
1．報告事項 
①東金国際交流協会イベント:承認 
②第 3回会長・幹事会:承認 
③歴代幹事会の開催:承認 
2．評議事項 
①次期会長エレクト及び幹事の件:承認 
②収支決算書の件:承認 
③東金ビューＲＣとの新年合同例会の件:承認 

会長挨拶 

 
小林 信雄 会長 

12月はロータリーとしては疾病予防と治療月
間です。今日は総会もございますので、簡単に
ご挨拶をさせていただきます。 
 さて、12月という一年間の総締めくくりの時
節がやってきました。陰暦で師走とよく言われ
ますが、年の瀬も押し詰まってまいりまして、
皆さん気忙しく往き来されているでしょう。そ
れが歳末なのです。 
会員の皆様もこの一年間の喜びとか、反省な

どを整理されて、新年を迎える。来るべき新し
い年の指針と期待をもって心に誓うことでしょ
う。新年こそ、わがロータリークラブのますま
す発展されますよう、お祈りしたいと思います。 

そして、歳末になりますと、人々が行ったり
来たりします。先日も、殺人・強盗・放火・略
取誘拐などのいわゆる重要犯罪・重要窃盗犯罪
が多発する、と言うお話を伺いました。当地の
管内検挙率は全国有数のアベレージになってお
ります。われわれ市民が一人ひとり自分自身に
気を付けると同時に、警察の方々が一生懸命務
めてくださって、こういう生活が成り立ってい
ることを思いつつ、注意することに越したこと
はありません。皆様のご健勝をお祈りします。 

 

幹事報告 

 
秋葉 芳秀 幹事 

〇各クラブの今月の例会予定ですが、変更等が
多々あります。メイキャップ等をご予定の方
は、事前に事務局もしくは幹事まで日程をご
確認ください 

〇ガバナー月信の最終ページに菅原工芸硝子さ
んに移動例会で行った時の写真と記事が載っ
ています。これからも機会をみつけて投稿し
たいと思います 

〇日吉神社の絵馬が図録になった記事を配布し
ました。東金ビューＲＣとの新年合同例会の
際に、絵馬を皆さんに画像でご披露する予定
です。両方の会長・幹事のあいさつの後にＰ
Ｒします。新聞記事に載っているＮＰＯトウ

第 2760回 例会の記録<12月 6日＞ 
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ガネゼーション理事長の山内さん、禰宜の野
老さんにお話をいただきたいと思います。絵
馬を収めた図録の代金 1000 円は会費として
集める予定です 

結婚祝い 

 
高山 友二 会員 
岡本秀男会員 おめでとうございます 

誕生祝い 

 
鈴木康道会員、安藤正義会員、藤本晴枝事務局員  
渡邉直樹会員 おめでとうございます。 
 
 
 

総 会 
秋葉幹事：総会で確認・ご承認いただくのは  
収支決算書と時期の役員の 2件です。 
理事会で決まったことをご審議願います。 

 
秋葉 芳秀 幹事 

収 支 決 算 書 

※具体的な金額については活動計画書を確認の
こと 
収支決算書の概要 秋葉幹事より 
会計年度：平成 27 年 7 月 1 日から平成 28 年 6
月 30日 鈴木康道会長、並木孝治幹事、秋葉芳
秀会計担当の年度 
〇ビジターフィー：減少傾向 
〇雑収入:東金市プレミアム商品券の差額収入、
東金国際交流パーティーの地区補助金、50周
年記念行事の残金などを積み立ててきたもの
を取り崩して収入に充てている 
義捐金と総合計の金額が上下逆になっている 

〇分区関係負担金:会長幹事会、ＩＭなどの経費 
〇会議費：炉辺会議は活発に行われた 

出席率  １２月６日 
会員数 出席率 ニコニコ BOX 

１８名 ７６．４７％ １０，２００円 
 

欠席・Makeup の連絡は，前日までに（緊急の
場合は当日 10 時までに）事務局宛に，電話・
ＦＡＸ・Ｅメールにてお願いします。メーキャ
ップ先への事前連絡もお忘れなく。 
 
電話 0475-52-1101 / FAX 050-3730-2559 

Email: info@togane-rc.jp 
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〇会場費:東金商工会議所に安い金額でお借り
出来ている 

〇クラブ奉仕:最も活発なのは親睦委員会。恒例
の春の親睦旅行はなかったので額は低くなっ
た 

〇職業奉仕：活動はしているが、参加費無料で
経費がかかっていない 

〇社会奉仕:義捐金、やっさ祭りの清掃奉仕後の
飲食など 

〇国際奉仕：ＲＩ国際大会への参加者への補助
も含まれる 

 
他、ポールハリスフェロー基金、米山奨学会資
金の収支報告 

質    疑 

〇米山奨学会資金の合計金額に誤植あり➔訂正 
〇予算をオーバーした費目については総収入か
ら不足分を充てている 

 

会 計 監 査 報告 

 
高山友二会員 

〇50周年記念の預金は 7月 6日現在、ポールハ
リスフェローの預金 7 月 5 日現在がそれぞれ
基準となっている。相手先勘定を確認し、特
別の問題はないが、今後は決算期日を遵守す

ること➔地区でも会計年度の収支は、期日を
過ぎても会計年度に含めてよい、ということ
になっている 

〇監査に必要なので、領収書にそれぞれ摘要を
メモで残しておくこと 

〇会費収入は一覧表にしておくと根拠の計算が
しやすい 

〇財政状態が厳しくなっている今は、交際費を
適用する範囲について見直しが必要 

 
以上、承認されました 
 

次年度（2017-18）の会長エレクト 

古川秀夫会員 
幹事は未定 
以上、承認されました  

 ニコニコ BOX 
〇誕生祝いありがとうございました！早退します 

渡邉直樹 会員 

 

〇誕生祝い いただきました。 

             安藤正義 会員 

 

〇第６２回の結婚記念のお祝 ありがとう 

             高山友二 会員 

 

〇誕生祝を有難うございました 

             鈴木康道 会員 
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