
 

 

2017/5/10 【第 1055回】 

4 月 19 日の出席率 

会員在籍者数       35 名 

会員出席者数       25 名 

会員欠席者数    10 名 

本日の出席率  73.53％ 

前々回訂正出席率 68.76％ 

5 月 10 日の卓話 

『 ローテックス活動について 』 

地区青少年交換プログラムローテックス 

村山史佳様 

 

 

 

 

 

 

5 月 24 日の卓話 

『 青少年奉仕部門フォーラム 』 

担当： 

青少年奉仕委員会委員長 佐久間栄一様 

青少年奉仕委員会副委員長 笹本寛治様 

 

今週のメイクアップ（4/12～4/26） 

 

≪第 1054 回例会報告 2017 年 4 月 19 日≫ 

司会：佐久間裕章会員 

■点鐘：髙橋会長 

■ロータリーソング斉唱「それでこそロータリー」 

ソングリーダー：佐藤輝彦会員 

■「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  

 米山奨学生 ベヤード・コーリー様 

■ビジター紹介：井上会員 

 滝沢正博様（佐藤大輔会員ゲスト）   葉佐昭男様（東京城東 RC） 

■会長報告：髙橋会長 

・本日は、例会後に「臨時総会」と「今期・次期合同クラブ協議会」を開

催の為、卓話はなく例会を１時に終了させて頂きます。 

・入会式 

西野充英様 

◇職業分類：ファイナンシャルプランナー   

◇推薦者：栗山義広会員・本多信雄会員   

◇カウンセラー：佐藤大輔会員   

◇所属委員会：親睦活動委員会 

勝間田健一様 

◇職業分類：訪問診療   

◇推薦者：井上晴貴会員・尾身治彦会員・ 

佐藤輝彦会員   

◇カウンセラー：髙橋映治会長   

◇所属委員会：会場監督委員会 

 

 

 

 

 

 

 

・第 7 回クラブ基金功労者感謝状を鈴木孝行会員へ贈呈致します。 

・東久邇宮記念賞を井上晴貴会員が授賞されましたので、クラブより 

お祝いを贈呈致します。 

・米山奨学金をベヤード・コーリー様へ贈呈致します。 

・ご挨拶：米山奨学生 ベヤード・コーリー様 

■幹事報告：佐藤幹事 

・次週 4 月 26 日は、当クラブの例会は休会。次回例会は、5 月 10 日。 

■委員会報告 

・入澤会員：本日、第 3 グループの家庭集会をなすびにて開催します。  

■出席状況報告：今井会員 

⇒詳細は、1 頁バナー下に掲載。 

■ニコニコ BOX 報告：尾身会員 

(ご意向)西野充英様・勝間田健一様、入会おめでとうございます。：髙

橋会長、栗山副会長、佐藤幹事、尾身会員、井上会員、斉藤会員、

本多会員、佐藤大輔会員、入澤会員、佐久間裕章会員、須藤会

員、大澤会員、酒井会員、大西会員、篠塚会員、杉浦会員、笹本

会員 

(ご意向)須藤様・鈴木様・栗山様、事務所移転のお祝いに立派なお花

を頂きまして誠に有難うございました。：田村会員 

 

 

■点鐘・閉会：髙橋会長 

 

 
小鉢 生湯葉 アボガド ホタル烏賊添え 

煮合 丸茄子素揚げ みぞれ和え 

食事 海鮮丼 香の物 

汁物 豚汁 

水菓子 本日のデザート 

＜東武ホテルレバント東京 和食調理長 長嶺常昭様＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

【	 18件	 48,000円	 	 累計 1,484,500円	 】 

番外編： ＜今日のメニュー（4 月 19 日）＞ 

今井忠会員（第 2670 地区大会・第 2790 地区 RLS 研究会） 

斉藤実会員(浦添 RC・東京昭島 RC・第 2790 地区 RLS 研究会) 

鈴木孝行会員（米山奨学生・カウンセラーオリエンテーション） 

田村浩康会員(次期地区職業奉仕委員会) 

5 月 17 日（水）の当クラブ例会は、特別休会です。 



 

 

家庭集会 報告書(第３グループ) 
日時 平成 29 年 4 月 19 日（水）18：30～20：30 

場所 なすび 

リーダー 入澤昭彦  サブリーダー 井上晴貴 

出席者：髙橋会長、栗山副会長、須藤Ｒ情報委員長、本多会員、 

尾身会員、地引会員、酒井会員、勝間田会員、李章姫さん、 

石川緑さん、クリスティーンさん          （13 名） 

 

 

 

 

 

 

≪式次第≫ 

1 髙橋会長挨拶         2 須藤ロータリー情報委員長挨拶 

3 栗山会長エレクト 乾杯   4 お食事タイム 

5 フリートーキング 

「ロータリーの魅力について 意見をいただきました」    発表順 

尾身会員： ニコニコをやっていて良かった。様々な事に気づくことが出

来たことが嬉しい。ロータリアンからの見られ方も変わってきた。自分が

率先して気づいたことをやることで、ロータリーの輪の中に入れたことを

実感できた。以前の行いを振り返ることができたのは良かった。 

地引会員： ロータリーとは何かがわからなかった。自分の役目を遂行

していくことで、徐々にわかるようになってきて大変学習になった。これ

からも役に立ちたい。 

井上会員（書記）： 様々な事を学習していきたい。 

酒井会員： 先輩に教えられ、人との関わりを築いた。仕事の繋がりも

増えて、ロータリーを知ることが出来た。 

本多会員： 10 年目を迎える。ロータリーで身をつぶす人もいた。会社

と自分の時間のコントロールを覚えて、ロータリーとともに生きていくこ

とに身をもって実行している。先輩としての像を示したい。 

栗山副会長： 時間の使い方を勉強した。副会長から会長へなる学習

は為になった。 

須藤会員： ロータリーの名刺は信用される。社会的に凄いこと。人の

裏付けとなる。それに添った生き方をすることが大切。誇りをもっていき

ましょう。 

勝間田会員（新入会）： 入会までに時間がかかったが、自分はまだ早

いのではないかと思っていた。いいところを学習していきたい。 

李章姫さん： 日本と韓国での米山の活動内容が違う。大学 7 年目とな

るが、米山仲間の支えがあったから乗り越えられた。勉強できる環境を

頂けていることに幸せを感じる。 

クリスティーンさん： ローターアクトの次年度会長となりますので、頑張

ります。 

髙橋会長： 後輩へロータリーのことを様々伝えること。40 代のクラブな

んてないので頑張って盛り上げていきたい。地区によって色が違うので 

是非参加してほしい。 

入澤会員： 10 年目へ、出席 100％として頑張っている。会長になって

様々な経験をできたのは嬉しい。今できることをやっていきたい。 

石川緑さん： 17 歳で留学することとなる。他のスクールメイツが留学を

していたのが切っ掛けで自分も行きたいと思った。 学校で 1 人の推薦

枠に希望者が殺到しており、倍率は凄かった。テストはすべて英語。頑

張って勉強して留学の道を獲得した。留学前に日本の文化を学んで海

外に日本文化を伝えていく役目があったので、素敵な学びを得ることが

出来た。 

総括： 普段、時間を取ってロータリアンとコミュニケーションを図ること

が難しいが、家庭集会をもって関わりを得ることで、人を知ることが出

来る。そこで仲間の理解につながり、ロータリー活動が円滑に行えるこ

とに繋がっていく。とてもいい機会となった。意見闊達にて大変盛り上

がりました。                           （記・井上晴貴） 

 

今年度第 4 回・次年度第 1 回合同クラブ協議会報告 
日時 2017 年 4 月 19 日（水）13：10～15：00 

会場 東武ホテルレバント東京 3 階「芙蓉の間」 

出席者 本多、今井、井上、入澤、地引、栗山、大西、斉藤、

佐久間裕章、笹本、佐藤大輔、佐藤正樹、篠塚、須藤、 

杉浦、鈴木、髙橋、田村、西野、勝間田、滝沢（21 名） 

≪式次第≫        司会 髙橋映治幹事エレクト 

①PETS（会長エレクト研修セミナー3/22）報告、 

次年度体制・計画発表 ： 栗山義広会長エレクト 

②地区研修協議会（4/17）報告  

 会長幹事部門      栗山義広次期会長 

 クラブ奉仕部門     本多信雄次期委員長 

 職業奉仕部門      佐藤正樹幹事 

 社会奉仕部門      田村浩康次期委員長 

 国際奉仕部門      入澤昭彦次期委員長 

 青少年奉仕部門     篠塚 仁次期委員長 

 ロータリー財団部門   杉浦孝浩次期地区委員 

 米山奨学部門      今井忠次期委員長 

 クラブ研修リーダー部門 斉藤実次期リーダー 

③今年度委員会担当者から今年度活動実績と次年度への 

引継事項報告 

 クラブ奉仕委員会 鈴木孝行委員長 

 親睦活動委員会  地引智明委員長 

 会員増強委員会 （代読 髙橋映治会長） 

 会場監督委員会  本多信雄委員長 

 会報・IT 委員会 （代読 杉浦孝浩委員長） 

 職業奉仕委員会  田村浩康委員長 

 社会奉仕委員会  杉浦孝浩委員長 

 国際奉仕委員会  今井忠委員長 

 青少年奉仕委員会（代読 笹本寛治副委員長） 

④会長、副会長、幹事、各委員会担当の引継書を用いての今

年度と次年度の新旧引継  

⑤閉会挨拶 ： 栗山義広今年度副会長 

 

姉妹地区台湾・第 3480 地区地区大会参加報告 
姉妹地区台湾・第 3480 地区の地区大会が、4 月 15 日(土)～16 日（日）

の日程で台北圓山大飯店にて開催されました。 

当クラブから酒井会員と私の 2 名が参加してまいりました。 

                   

 

 

 

 

 

 

 

RI 会長代理の集合写真。 

中央の上山当地区ガバナーの隣に写っているのが、第 3480 地区 

RI 会長代理のジェニファーE ジョーンズ カナダのオンタリオ州ウィン

ザーローズランド RC 所属の現 RI 副会長です。近い将来、国際ロータリ

ー初の女性会長になるのではと言われています。 

 

 

 

 

 

 

 

同じ日に 3520 地区 台北仁愛 RC が所属する地区大会も台北 101

タワーのコンベンションホールで行っており、懇親会の中で、蔡さんのク

ラブのショウタイムを見に行きました。台北仁愛 RC のメンバーは、相変

わらずクラブライフを元気に楽しまれてます。会員も増え地区が 3 地区

になるそうです。                     （記・元会長 斉藤） 
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