2019 年 6 月 19 日 【第 1143 回】

6 月 19 日の卓話

6 月 12 日の出席率

6 月 26 日の卓話

「アメリカのスポーツビジネス
について 第 2 弾」
㈱エス・プランナー
取締役 合田秀雄様
（ロサンゼルス在住）

会員在籍者数
38 名
今年度最終夜間例会
会員出席者数
22 名
「三役退任挨拶」
会員欠席者数
16 名
会 長 本多信雄様
本日の出席率
61.11％
副会長 佐藤正樹様
前々回訂正出席率 79.41％
幹 事 佐藤大輔様
≪第 1142 回例会報告 2019 年 6 月 12 日≫
・入会式：白井正三郎様
司会：杉浦会員
①職業分類：特定非営利団体役員
■点鐘：佐藤正樹副会長
②推薦者：鈴木孝行会員・大西洋平会員
■国歌斉唱「君が代」
③カウンセラー：佐藤正樹会員
：ソングリーダー 勝間田会員
④所属委員会：青少年奉仕委員会
■ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
白井正三郎会員：どういった奉仕活動が出来るか考
■「四つのテスト」斉唱（歌）
えていきます。ロータリーの目的に感銘しておりま
■「ロータリーの目的」
す。これから宜しくお願いいたします。
東京臨海 RCVer.唱和：佐藤正樹副会員
■来賓・ゲストスピーカー紹介：佐藤正樹副会長
ゲストスピーカー エンフボルド,ボロルトヤ様
■ビジター紹介：割愛
本日は、いらっしゃいませんでした。

■6 月のお祝い：親睦委員会 佐久間裕章委員長
・会員誕生日 佐藤輝彦会員・小林健一郎会員・
井上晴貴会員・本多信雄会員
・奥様誕生日 須藤宗之助会員夫人・勝間田健一会員
夫人・佐藤大輔会員夫人
・結婚記念日 酒井教吉会員・田村浩康会員・
櫻田誠一会員
・出席 100％ 該当者いらっしゃいません。
・
「誕生日の歌」
：ソングリーダー：佐久間裕章会員
・１分間スピーチ：井上会員
■会長報告：佐藤正樹副会長

■幹事報告：佐藤大輔幹事
・定例理事役員会を本日例会後 3 階「菊の間」にて開
催致します。
・大澤成美会員旭日小綬章受章記念祝賀会を 7 月 11 日
（木）18：30 より東武ホテルレバント東京にて開催
致します。ご出欠を 6 月末日までにご連絡下さるよ
うお願い致します。
・6 月 26 日（水）は、今年度最終例会です。例会時間
は 18：00～19：30、会場は東武ホテルレバント東京
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です。 二次会会場へは、例会終了後、送迎バスで
移動致します。最終夜間例会と二次会の出欠は、本
日中にお知らせ頂きたく宜しくお願い致します。
■委員会報告
・国際奉仕委員会（酒井委員長）
世界大会（ドイツ・ハンブルグ）参加報告
・次年度親睦委員会（井上次期親睦委員長）
新入会員大歓迎会を 7 月 30 日（火）18：30 より、
千代田にて開催致します。
・次年度米山奨学担当（佐藤大輔幹事代読）
次年度地区米山奨学委員会より、
「米山梅吉記念館訪
問ツアー」を 9 月 7 日（土）に開催するとのことで
す。比較的ロータリー歴の浅いメンバーだけでなく
ベテランロータリアンの皆様にも、この機会に是非
ご参加下さいとの案内を頂きました。登録料：ロー
タリアン 1 人 15,000 円。締切：7 月 10 日（水）。
・社会奉仕委員会（髙橋映治委員長）
：NPO 法人らいお
んはーとの進学フェアの協賛を頂きたいと思います。

■出席状況報告：村社委員
⇒詳細 1 頁バナー下に掲載。
■ニコニコ BOX 報告：小松会員
(ご意向) エンフボルド,ボロルトヤ様、本日の卓話宜
しくお願い致します。白井正三郎様、ご入会おめで
とうございます。宜しくお願い致します。
：佐藤正樹
副会長、佐藤大輔幹事、村社会員、井上会員、入澤
会員、佐久間裕章会員、勝間田会員、篠塚慎之介会
員、山田会員、佐久間栄一会員、尾身会員、小松会
員、杉浦会員、大西会員、酒井会員
(ご意向) 本日、宜しくお願い致します。
：白井会員
(ご意向) 本多会長、ありがとうございました。：須藤
会員
(ご意向) ドイツ・ハンブルグ国際大会に出席して参り
ました。
：斉藤会員

【18 件 42,000 円

累計 1,989,241 円】

■卓話 （紹介者：髙橋会員）
「よねやま親善大使のお仕事」
2018－2020 年度よねやま親善大使
エンフボルド,ボロルトヤ様
山形大学在学中に米山奨学生となりました。奨学
生になる前から、ロータリーとは縁がありました。

モンゴルの高校の時に校長先生も米山奨学生でした。
モンゴルでの高校は、日本と同じような高校でした。
モンゴル発の日本式教育 3 年制の学校が、日本の沢
山の寄付があり出来ました。セーラー服で、様々な
部活もあります。私は高校を卒業したら山形大学へ
すぐ入学をしました。
しっかりと日本語を勉強してきたのですが、山形
弁に慣れるのに大変でした。米山奨学生では、大学
では学べないことを沢山学びました。カウンセラー
さんと世話クラブから沢山支えられて、様々なこと
に挑戦したいと思いました。山形大学から選抜され
て他の大学で学ぶことが出来ました。また太陽光関
連をモンゴルにもっていくことや、日本語スピーチ
コンテストではグランプリに選ばれました。ロータ
リーで一期一会を学びました。日本でモンゴルのこ
とについて活動していきたいと思いました。
大使館で働くことになって、安倍総理とお会いし
ました。日本では奉仕を勉強しました。モンゴルに
もロータリーがありました。モンゴルは若者の国で
人口の 6 割が 35 歳未満です。私はアクトクラブに入
会しました。
モンゴルで様々な活動をしていました。文房具を
寄付したりです。また様々な奨学生を募集して奨学
金活動も行っています。日本の医学教育なども行っ
ています。熊本で第一回米山世界大会が開かれまし
た。
私は学友会やローターアクトの活動も引き続き行
っています。親善大使もやりました。ライラも参加
しました。米山は様々な考え方を教えて頂きました。
奉仕活動を通じて大切な心を学びました。

■点鐘：佐藤正樹副会長

2018～2019 年度

家庭集会

第１グループ 6 月 6 日 木曜日 19：00 千照庵
地引会員：もう 8 年目になります。若手の方が凄いパ
ワーですので、私も頑張らないといけないと思います。
尾身会員：6 年目になります。裏手では頑張っていま
すが、表立っては行えていません。若手メンバーの出
席が悪いので、自分が頑張れるところは手助けしてい
ければと思います。辞めないことをどうにかできれば
と思います。
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井上会員：4 年目になります。モデルケースは尾身会
員です。ニコニコを率先して行っていたことを教えて
頂きました。顔を覚えてもらうことや自分でできるこ
とを行ってきました。これからも頑張ります。
佐藤正樹副会長：12 年目になりますが、会社も世の中
も知らなくて、様々な事を教えて頂きました。ご恩返
しをしていきたいと思っています。役割を皆様にお願
いしていきます。二次会を大切にしていきたいと思い
ます。
佐藤大輔幹事：幹事をさせて頂き大変勉強になりまし
た。10 年目ですが、五大奉仕委員長もやっておらず幹
事となりました。様々な知識を得ることが出来ました。
自クラブが原点だと感じています。上ばかり見ていた
ら大変で、世界よりもまずは自クラブが自分のエリア
でどう動いているのかが大切だと感じた。
村社会員：もともとはライオンズクラブに 30 で入会し
て 6 年ほどいました。言葉の基本が全部一緒でした。
馴染みが多いです。知り合いも多く臨海 RC に入ったと
きは様々な意見がありました。出来る範囲で私は様々
な会の TOP をやっています。様々な活動をもっとして
いきたいと思っています。あと例会の出席率ですが、
最近はこの人とこの話をして帰ってこようなどの目的
をもって出席を試みています。
斉藤会員：皆様素晴らしい話をしますね。この 1 年間
ガバナー補佐という大役を頑張ってきましたが、様々
なクラブを訪問していると勉強になります。幹事も 3
年でなれるようなクラブもあります。RC 歴が長いでは
なくやる気があれば何でもできますね。臨海 RC はいい
人材が沢山います。様々な役に興味があれば推薦いた
しますので立候補してください。
須藤会員：人は役を頂くとそれらしくなっていきます。
本多会長は知らないことは知らないと言えることが大
切だと思っています。とても素晴らしいです。なかな
か言えるものではありません。人柄ですね。先日の RC
でピアニストが来ていたのですが、例会中に茶々を入
れることがありました。以前と変わりましたねと言わ
れました。例会中はしっかりと例会の運営をしていく
ことが大切です。
本多会長：様々なクラブがありますが、自クラブを愛
して、他のクラブのいいところも吸収して、どこのク
ラブよりも臨海クラブをいいクラブにしていきたい。
もっと成長していきたいクラブだと思います。これか
らも協力していきましょう。

第２グループ 6 月 11 日 火曜日 19：00 紅梅寿司
井上会員：やっと入会者 1 名を紹介できました。クラ
ブの良い所をアピールしてしっかりとやって行きたい
と思います。
篠塚慎之介会員：2 年目に入りました。出席は様々で
したが、仕事の形が少しずつ出来てきました。出席率
もあがり、自分の関わっているボランティアも頑張っ
ていきたいと思います。
佐藤大輔幹事：初の幹事で皆様に沢山助けられて、支
えられました。外を見れば見るほど、中を大切にして
いく必要性を感じました。しっかりと奉仕活動をして、
意味を落とし込んで、若い人も年上の方も魅力を共有
していきたいです。
佐藤正樹副会長：次年度の会長をさせて頂きます。会
員の役割を明確にしていきます。新入会員だから偉く
ないとかではなくて、役割がないから出席しないでも
なくて、活躍できる場所を明確にして活性化に繋げて
いきたいです。会員の置かれている境遇も理解して添
えていけることがあれば添えていきたいです。二次会
にも諸先輩方に参加していただきコミュニケーション
を図っていきたいと思います。
勝間田会員：会員増強についてはなかなか伝えられて
いないのですが、自クラブの良さをしっかりと見つめ、
他のクラブは参加したことがありませんが、他クラブ
にも参加して見聞を広げたいと思います。
鈴木会員：若手のクラブで 30～90 迄の会員層がいます。
クラブの活性化はクラブの良さを伝えることです。経
営者の悩みは経営者でしか聞けません。ロータリーで
はそれが出来ます。出席向上委員会というものいいと
思います。来ていない人にどうですかと近況の電話を
して助けあいます。
櫻田会員：自分が出来ることを率先してやっていきた
いです。いいやつは付き合い長くいけるので、いいや
つになりたいと思います。
酒井会員：2 年間皆勤賞です！いかに辞めさせないか
が重要だと思います。地区に堂々とできるようなクラ
ブになりましょう。全員の力を合わせて。
本多会長：臨海 RC を大切にしていきたいです。地区研
修協議会での団結力は大変なものでした。感動いたし
ました。様々な会員がいますが、それぞれに尊重して
根気よく関わっていきたいと思います。
斉藤会員：何事も出来るかどうかよりも、やる気があ
るかどうかが大切です。経歴を重ねても RC を理解して
いない人もいますが、しっかりと理解をして RC での自
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クラブの活性化の結束を固めていきたいと思います。
大澤会員：地区に縁のある人がいると心強いです。地
区研修協議会でも様々な学びがありました。RC はもと
もとは寂しかったから集まったんだとポールハリスは
言っていますが、まさに臨海 RC も同じだと思います。
活性化していきましょう。
田村会員：本多会長は会長になっての成長が見事なも
のでした。役がつくと人は変われるし、成長します。
会長は大変ですが、やってみると大変な学びになりま
す。皆通ってきているし、経験してみないとわかりま
せん。地区研修協議会でも大変注目されました。皆の
クラブが臨海 RC を見ています。様々頑張っていきまし
ょう。酒井会員も国際大会での活躍はありがとうござ
安田学園インターアクトクラブ
いました。嫌な時や辞めたい時は来るのですが、その
ような時は相談ください。必ず通る道ですので共に歩 安田学園インターアクトクラブ結成認定状授与式及び
んでいきましょう。
発足式に私（東分区ガバナー補佐）と高橋地区元青少
年奉仕委員長と入澤次年度クラブ青少年奉仕委員長の
2019 年ハンブルグ国際大会
3 人で 6 月 9 日（日曜日）出席してきました。2011 年
遠い国のドイツでの国際大会 ハンブルグでした。
～2012 年に青少年交換留学生としてハンガリーに派遣
大変な学びと、国際交流を果たしてきました。
した鈴木陽子さんが顧問教師として担当され当時の夢
を実現され元気に頑張っています。みんなで応援して
あげましょう。
東京臨海 RC 元会長 東分区ガバナー補佐 斉藤実
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当クラブ例会変更のお知らせ
6 月 26 日（水）は、今年度最終夜間例会です。
例会時間 18：00～19：30
例 会 場 東武ホテルレバント東京

