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｢ 今日も元気にロータリー！ ｣
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第 1034 回例会

本日の卓話

次 回 の 卓話（3 月 13 日）

「道具の進化がゴルフを楽しくする」

「テレビ当年 60 歳」

東京ロータリークラブ

竹林
紹介者

隆光

様

～日本でテレビ放送がはじまって 60 年。
日本人にとって、今もっとも身近なメディア
である、テレビの「真実」をお話しします～
㈱フジテレビジョン

小野澤亮介会員

顧問

村上
紹介者

2 月 27 日

第 1033 回例会報告

ビュッフェ例会
－会員懇談－
会長報 告
1．小林佳俊会員並びに廣瀬英昭会員が「マルチプル・
ポール・ハリスフェロー」になられました。
感謝を込めて、メダル及び感謝状をお渡しいた
したいと思います。

様

唐木千暁会員

幹事報告
1．3 月のロータリーレートは、1 ドル＝ 92 円とな
りますので、お知らせいたします。
2．国際ロータリー日本事務局より、英文の詐欺メー
ルに関して連絡がありました。
RI を語った、覚えのないメールが届きましても
個人情報等を返信しないよう、ご注意をお願いい
たします。
3．4 月 12 日（金）に開催される「第 14 回 ロータリー
国際囲碁大会」のご案内がございました。今回は
韓国・大邱市で行われます。参加ご希望の方は、
クラブ事務局までお問い合わせください。
4．5 月 18 日（土）～ 19 日 ( 日 ) で開催される「第
18 回 国際ロータリー日本青少年交換研究会 広
島会議」のご案内が届きました。
どなたでも参加できますので、ご希望の方はク
ラブ事務局までご連絡下さい。
5．3 月 1 日（金）に米山奨学生 呉 艶紅さんの
米山奨学生期間終了式があり、加藤カウンセラー
と共に出席します。
1 年間、短い間でしたが、来月にて卒業となり
例会にも来られなくなります。
また時間が出来た時は、是非いらして下さい。

出
「ポール・ハリス・フェロー」表彰
＜小林佳俊会員・廣瀬英昭会員＞

光一

席

会員数：53 名 欠席出席免除者：5 名 出席数：41 名
欠席数：7 名 出席率：85.42％

2 月 6 日修正後出席率：85.11％
ヴィジター：1 名
クラブゲスト：呉 艶紅さん（米山奨学生）

ニコニコＢＯＸ
＊加藤利雄会員
沖縄地区大会で、清水会員にお世話になり有難う
ございました。ただ、当クラブから８名の参加と
少なかったのが残念です。
＊小林佳俊会員
妻の誕生祝ありがとうございました。3 月には二
人でゴルフに行く予定です。
＊本郷 滋会員
清水会員、沖縄ではお世話になりました。食事も
美味しかったです。GOLF で秋本さんにメチャ負け
してくやしい…
＊櫟本健夫会員
24 日の日曜日に東京マラソンに出走してまいりま
した。風が強い中、4 時間 24 分と自己最高の記録
を出すことができ、とても楽しい１日でした。ま
た挑戦したいと思います。
＊塙 弘道会員
家内の誕生日のお祝い、ありがとうございました。
＊松下和正会員
超早引きするのに３番テーブルが当たってしまい
ました。すいません。
＊原田睦巳会員
妻の誕生日祝い、私達夫婦の結婚祝いをいただき
ありがとうございました。
＊靏岡秀郎会員
家内の誕生日祝いのお花ありがとうございます。
＊相本秀次郎会員
75 回目の誕生日になりました。保険証も変り、後
期高齢者になりました。
＊星 真人会員
結婚記念日のお祝い有難うございます。多分、５
年だと思います。
＊澤部利蔵会員
自分との戦い、「東京マラソン」参加してまいり
ました。完走したものの寒くて挫けそうになりま
した。沿道の人々からの応援に助けられました。
ニコニコＢＯＸ
累
計

45,000 円
743,000 円

お願いたします。
RI はこのような形で個人情報や金銭を要求するこ
とはありません。
また RI の業務に関する連絡は～ @rotary.org と
いう形式のアドレスから送信されます。
( 差出人アドレスは簡単に偽装できるので～ @
rotary.org でも 100% 安心というわけではありませ
ん)
今回は国内で実際にこのメールを受信した方がい
たとのご報告がありましたので周知させていただき
ます。
最近ロータリアンを狙った詐欺の試みが頻発して
おりますので皆様も十分ご注意ください。
2013 Membership Review
Dear club member,
You are required to update your membership
status for the year 2013. Click the following
link or copy and paste to update your
membership information:https://docs.google.
com/forms/xxxxxxxxx
Also view list of Special Observances
calendar for 2013.
Thanks
Rotary Interantional
One Rotary Center 1560 Sherman Ave.,
Evanston. IL 60201-3698,USA.

第 11 回「江戸川乱歩記念 小・中学生感想文コンクール」

旧江戸川乱歩邸見学ならびに受賞式のご案内
東京池袋西ロータリークラブ

拝啓 春寒の候、時下ますますご清祥のこととお喜
び申し上げます。平素より当ロータリークラブの活
動には格別のご高配とご協力を賜り誠に有難うござ
います。
当クラブ主催「第 11 回 江戸川乱歩記念 小・中
学生感想文コンクール」でございますが、1 月末に締
め切りまして、このたび豊島区教育委員会の先生方
による厳正な審査が終了し、受賞式を開催する運び
となりました。
つきましては、お時間が許されれば是非ご自由に
お立ち寄り頂きたく、直近ではございますが、下記
の通りご案内申し上げます。
敬具
記

「ロータリーを語る
詐欺メールにご注意ください」 ◆開催日／ 3 月 11 日（月）
国際ロータリー日本事務局

奉仕室

米国本部より下記のような詐欺メールが出回って
いるとの注意喚起がありました。
もし地区内クラブから問い合わせがありましたら
絶対に返信したり個人情報を送信したりしないよう

立教大学構内（別紙「池袋キャンパスマップ」参照）
①「旧江戸川乱歩邸見学」於：旧江戸川乱歩邸
（受付 14：30 ～）邸内見学 15：00 ～ 15：30
②「受賞式」於：５号館１階 5121 教室
（受付 15：30 ～）受賞式 15：50 ～ 16：50
以上
※本件へのご出欠連絡等はご無用です。

2012-2013 年度 地区大会 報告
大会テーマ
「新世代育成で『超我の奉仕』と『国際平和』を！」
【2 月 19 日（火）】
於：沖縄ハーバービュークラウンプラザ
15：00
開会
各種委員会
16：00
閉会
16：00
会長・幹事会
16：30
点鐘／ロータリーソング
開会の言葉
ガバナー補佐報告
17：30
点鐘
18：00
RI 会長代理歓迎晩餐会
RI 会長代理挨拶
乾杯・祝宴
19：30
閉会の言葉
【2 月 20 日（水）】
於：沖縄コンベンションセンター
12：00
登録開始
13：00
点鐘／国歌・ロータリーソング
開会の言葉
ガバナー挨拶・RI 会長メッセージ
14：30
記念講演
講師：ノンフィクション作家
佐野眞一氏
16：00
シンポジウム
テーマ「これからのロータリー」
～新世代育成の現状と展望～
17：10
委員会報告
17：40
ガバナーエレクト・
ガバナーノミニーの紹介・挨拶
18：00
RI 会長代理所感
18：15
ガバナー挨拶／閉会の言葉
18：30
点鐘
18：45
懇親会 ～乾杯・アトラクション～
20：30
閉会

「五大奉仕を理解するための試み」
近藤博隆会員

（説明）
1. 概念を自分として理解を深めるために図解を試
みましたが、平面的（2 次元）に表す事自身に無
理がありますが、少しは役に立ちませんか。
2. この図化で私が強調したかったのは、五大奉仕
は定義上区分されていますが、どの活動も重複部
分があり、職業奉仕が具体的に先行すれば、他の
奉仕活動も自然につり込まれるという事です。と
くに社会では組織の縦割りの弊害とよく指摘され
ますが、ロータリー活動では全ロータリアンがい
わゆる「全員集合」でその奉仕活動に参加するも
のということが図化からご理解いただけるでしょ
うか。
以上

