
 

 

2 月 15 日の出席率 

会員在籍者数      33 名 

会員出席者数      19 名 

会員欠席者数   14 名 

本日の出席率 59.38％ 

前々回訂正出席率 84.38％ 

2 月 22 日の卓話 

 

『今を知り、今を考え、今に学ぶ 』 

宗教法人 日蓮宗玉泉院 

主管 井上日宏様 

（東京ベイ RC） 
 

 

3 月 1 日の卓話 

 

『ビジネスで役立つウソの見抜き方』 

株式会社クリアウッド 

代表取締役 森 透匡様 

 

  

≪第 1046 回例会報告 2017 年 2 月 15 日≫ 

司会：佐藤大輔会員 

■点鐘：髙橋会長 

■国歌斉唱：井上会員 

■ロータリーソング斉唱 

「それでこそロータリー」 

■「四つのテスト」斉唱（歌） 

■「ロータリーの目的」 

東京臨海 RC ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ唱和 

：栗山副会長 

■来賓紹介：髙橋会長 

カウンセラー 猪飼昭彦様（第 2580 地区国際奉仕委員会委

員長・東京板橋セントラル RC） 

地区青少年交換学生  

Freja Linnea NOREGREN LANGEMARK(フレイア)様米山学

友 金敏貞様 

米山学友 李章姫様 

■ビジター紹介：井上会員 

 大野繁彌様（第 2630 地区・岐阜県・多治見ＲＣ） 

 伊勢亀由喜子様（東京臨海東ＲＣ） 

■2 月のお祝い：本多 SAA 委員長 

・会員誕生日 佐久間裕章会員、尾身治彦会員 

・奥様誕生日 飯塚憲貴会員夫人、山田晃久会員夫人、 

小林健一郎会員夫人、三橋晶会員夫人、 

笹本寛治会員夫人 

・結婚記念日 該当の方は、いらっしゃいません。 

・出席 100％ 該当の方は、いらっしゃいません。 

■会長報告：髙橋会長 

・本日は、卓話はなく、例会を 1 時で終了させて頂きます。

その後この会場にて「国際奉仕部門フォーラム」を開催致

します。 

・2 月 10 日～13 日の日程で、バギオ訪問をしてまいりまし

た。覚書と認定書を頂いてきました。回覧します。 

・地区大会についてのお礼状が届いてます。 

・新川千本桜ウォーキング大会が、4 月 2 日（日）開催され

ます。チラシが届いてますので、興味のある方はお申し出     

ください。また、ウォーキング大会の参加者数を分かる範

囲で連絡するように依頼がきてますので、参加頂けそうな

方は、会長までご連絡を 

お願い致します。 

・多治見 RC 大野繁彌様へ 

バナーを贈呈致します。 

・米山学友 李章姫さんより、 

近況報告を頂きます。 

■幹事報告：佐藤幹事 

・2017-2018 年度版ロータリー手帳を購入希望の方は、2 月

22 日までにお申込下さい。 

・ロータリーの友 2 月号、ガバナー月信 2 月号をメールボッ

クスに配布しました。 

・本日、国際奉仕部門フォーラム終了後、理事役員会を 3 階

「菊の間」にて開催致します。 

・3 月 7 日（火）は、東京臨海東 RC の創立 21 周年記念例会

にあたりますので、当クラブとの合同例会になっておりま

す。出席人数を連絡致しますので、本日中に出席の有無を

お知らせ下さるようお願い致します。 

3 月 7 日（火）は、12：30 からのお昼の例会です。3 月 8

日（水）は、例会はありません。 

・アトランタでの国際大会開催中の 6 月 11 日 19：00 より、

『TOKYO NIGHT』が開催されます。参加希望の方は、事務

局までお申込下さい。会費 1 人＝250 ドル(前後)。 

■委員会報告 

・会報・ＩＴ委員会（篠塚委員長） 

 当クラブの新しいホームページについて。 

■出席状況報告：杉浦会員 

⇒詳細は、1 頁バナー下に掲載。

2017/2/22 【第 1047回】 



 

 

今週のメイクアップ（2/2～2/15） 

アメリカ・カリフォルニア州サンディエゴで開催されている国際協議会

（2017 年 1 月 15 日～21 日）で、国際ロータリーのライズリー次期会長

が次年度のテーマを発表 

 

 

 

 

 

1 月 16 日（月）、米国サンディエゴで開催中のロータリー国際協議会で

国際ロータリー会長エレクト、イアン H.S. ライズリー氏（オーストラリア、

サンドリンガム・ロータリークラブ所属）が講演し、持続可能な奉仕とい

うロータリーの目標にとって、環境保護と温暖化抑止が極めて重要であ

ると訴えました。 

次期地区ガバナーに向けて講演したライズリー氏は、2017-18 年度の

会長テーマ「ロータリー：変化をもたらす」を発表しました。 

環境の悪化と世界的な気候変動は全人類への脅威であると、ライズリ

ー氏は述べます。「影響を最も受けやすいのは弱い立場にある人たち

であり、そのような人たちこそ、ロータリーが助けていく必要があるので

す。それにもかかわらず、環境問題がロータリーで議題に上がることは

ほとんどありません」 環境悪化は、国連の「脅威、挑戦および変革に

関するハイレベル・パネル」によっても主な脅威のひとつとされています。 

ライズリー会長エレクトは次のように続けます。「環境の持続可能性が

ロータリーの懸念分野ではないと言えたのは、昔の話です。今や、環境

問題はあらゆる人にとって懸念すべきことです」 

会長エレクトはさらに、7 月 1 日の新年度開始から 2018 年 4 月 22 日の

「アースデイ」までの期間に、各クラブで会員数と同じ数の植樹をするよ

う呼びかけました。木を植えることで、空気中から二酸化炭素やそのほ

かの温室化ガスを除去し、地球温暖化のスピードを和らげる効果があ

ります。 

「環境の持続可能性がロータリーの懸念分野ではないと言えたのは、

昔の話です」 

「この取り組みで 120 万本の新しい樹木が植えられ、環境への良い影

響があるでしょう。しかし、それよりもっと大きな影響があると願っていま

す」と会長エレクト。「それは、この取り組みを通じて、この地球に住む

人だけでなく、地球そのものを救う責任がロータリーにはあると、私たち

が気づくことです」 

ロータリーの未来を守る 

ライズリー会長エレクトはさらに、2017-18 年度地区ガバナーに向け、ク

ラブ会員の男女のバランスを改善し、平均年齢を下げるよう求めまし

た。 

ロータリーにおける女性会員の割合は、10 年前の 13 パーセントよりは

増えたものの、現在も全体の22パーセントにすぎません。このペースだ

とロータリーが男女均等を実現するまでにあと 30 年かかると、ライズリ

ー氏は述べます。 

一人ではできないことも力を合わせれば実現できると、私たちは知って

います 

「私たちの住む世界を反映したロータリーを実現するために、30 年も待

っていられません。今、これに優先して取りかかる必要があります」 

539 名の次期ガバナーのうち 103 名が女性であることに触れた上で、会

長エレクトは「地域社会のすべての人とつながり、すべての人を代表し、

支援するためにリーダーシップを発揮できる」女性をロータリーが必要

としていると述べました。 

さらに、現会員のうち 40 歳未満はわずか 5％であり、会員の大半が 60

歳以上であることにも触れ、若い世代の入会と参加を促す方法をクラブ

が模索する重要性を訴えました。 

「若い会員の入会促進に真剣に取り組まなければ、10 年後、20 年後に

ロータリーがどうなっているかを想像してみてください」 

会長エレクトはさらに、クラブが独自の決定に基づいて活動できると述

べた上で、ロータリーの発展と将来を守っていくには、世界的なチーム

ワークが必要であると力説しました。 

「一人ではできないことも力を合わせれば実現できると、私たちは知っ

ています。（中略）このチームワークと協力の精神を忘れずに、地区に

戻って実践してください」 
RIニュース 2017.1.17記事 Ryan Hyland 

＜1 頁より＞ 

■ニコニコ BOX 報告：飯塚委員 

(ご意向)皆様には、いつも大変お世話になりありがとうござ

います。：猪飼昭彦様（東京板橋セントラル RC） 

(ご意向)初訪問楽しみにしています。：大野繁彌様（多治見

RC） 

(ご意向)来週の自クラブの卓話の参考にさせて頂くため、本

日は、今井さんの卓話を参考にさせて頂きたく参りました。 

 ：伊勢亀由喜子様（東京臨海東 RC） 

(ご意向)猪飼地区国際奉仕委員長、本日は宜しくお願い致し

ます。：斉藤会員 

(ご意向)本日のクラブ国際奉仕フォーラム、宜しくお願い致

します。：今井会員、髙橋会長、栗山副会長、佐藤幹事、

井上会員、篠塚会員、佐藤大輔会員、田村会員、入澤会員、

須藤会員、杉浦会員、佐久間栄一会員、中村会員、 

山田会員 

 (ご意向)バギオ訪問、大変ためになりました。来年はもっ

と多くの人に参加して、より多くの人に知ってほしいです。

妻の誕生日祝、ありがとうございます。：飯塚会員 

＊フォーラムカウンセラーの猪飼昭彦様より、お車代をニコ

ニコに頂戴致しました。 

 

 

■点鐘・閉会：髙橋会長  

 

 

小鉢 山クラゲと四方竹の田舎煮 

お造り 鮪 鰹 焼物 銀鱈西京焼き 

煮物 肉豆腐  

食事 白飯 蜆汁 香の物 

本日のデザート 水菓子 

 ＜東武ホテルレバント東京 和食調理長 長嶺常昭様＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番外編： ＜今日のメニュー（2 月 15 日）＞ 

VOL.23-No.21 

今井忠会員（次年度地区連絡会、千葉北 RC） 

鈴木会員（米山期間終了式） 

地区Ｒ財団セミナー（栗山会員・佐藤正樹会員・杉浦会員） 

バギオ訪問（飯塚会員・栗山会員・尾身会員・大澤会員・斉藤会

員・酒井会員・笹本会員・杉浦会員・鈴木会員・高橋会員・

コーリー様） 

【	 20件	 65,000円	 	 累計 1,133,000円	 】 

≪地区大会お礼状ご紹介≫ 

各ロータリークラブ 会長殿・幹事殿 

                 国際ロータリー第２５８０地区 

                 ガバナー      上山 昭治 

                 地区大会実行委員長 園部 経夫 

                 ホストクラブ会長  大野利美知 

拝啓 時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 さて、廣畑富雄ＲＩ会長代理ご来臨のもとで、去る２月１日・２日

開催されました国際ロータリー第２５８０地区年次大会にあたり、

多数のご登録ご参加を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 おかげさまで大勢の皆様のご参加をいただき、この大会が意

義ある充実したものに出来ました事を深く感謝申し上げます。 

 不行き届きな点が多々あったことと存じますが、何卒皆様のご

友情によりご容赦くださいませ。 

 ご登録、ご参加をいただきました貴クラブ会員の皆様にも、よ

ろしくお伝えください。 

 貴クラブの今後益々のご活躍とご健勝をお祈りいたしまして、

御礼のご挨拶といたします。                  敬具 


