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次回の例会 （4 月 15 日）

点鐘：18：00
会場：上野精養軒

東京上野 RCとの合同夜間例会

＊4月17日は、合同夜間例会へ振替えている為、
　休会となります。

本 日 の 卓 話

「世界の子ども達のために」
～カンブリア宮殿で話題の社会企業家が語る～

「戦略（ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞを含む）とは」
５つのWと１つのＨ」

～お茶の香りは火薬のにおい～

村田　早耶香　様

北島　　勇　様

NPOかものはしプロジェクト

東京新宿ロータリークラブ

代 表

紹介者　小野澤亮介会員

紹介者　小野澤亮介会員

4 月 3 日　第 1037 回例会報告

卓 話

「内容を録音したテープが事務局にあります」

卓話をされる村田早耶香様

理事会報告

1．会員身分について　

クラブ定款第 12条 3節（終結－会員不払）（a）及

び第 4節（終結－欠席）（a）項の（1）（2）に該当

する会員について理事会にて終結することが決定

された。

2．4月 15 日（月）東京上野ロータリークラブとの

合同例会には多数の出席で伺いたいと、確認をした。

3．4月 24 日「第 4回クラブフォーラム」は復興支

援特別委員会より、テーマ「復興支援プロジェク

トについて」で行うことが決定した。

4．北分区ガバナー補佐事務所から7月に行われる「東

京ドーム少年野球大会」に多額の支援金をいただ

いた事が報告された。

5．仙台　親睦旅行を 5月 31日（金）～ 6月 1日（土）

と企画し、郷友会での企画、更に、2日目には「東

京ドーム少年野球大会」に招待する野球チームへ

訪問の予定もされている。と説明があった。

6．復興特別委員会から進捗状況があり、出場する東

北 3県　6チームが決定した事が報告された。また、

毎日新聞社から取材を受け新聞に掲載されるとの

お話があった。

7．その他

・米山梅吉記念館への 100 円募金は会員数分の募

金をすることが承認された。

・5月 12日　新世代会議出席者は、メークアップ

扱いとなる事が承認された。



東京上野 RC　会長・幹事・親睦委員長より
合同例会へお誘いの挨拶

米山奨学生　ダオ・フォーン・アインさんの
カウンセラーを栗原浩之会員にお願いしました。

ニコニコＢＯＸ	 30,000 円

累　　計	 906,000 円

ニコニコＢＯＸ

＊佐藤　勝様（東京上野 RC 会長）

4月15日の合同例会で皆様をお待ちしております。

＊山本晴彦様（東京上野 RC 幹事）

　山下隆利様（東京上野 RC 親睦委員長）　

上野 RC より参りました。合同例会よろしくお願

いします。

＊松下和正会員

バースデーのお祝い、ありがとうございます。あ

と３年で還暦です。

＊須山佐一会員

遅くなりましたが、結婚記念日のお祝いありがと

うございました。46 回目の記念日になります。

＊唐木千暁会員

上野 RC の佐藤会長、山本幹事、山下親睦委員長

様に合同例会のご案内に来訪頂きました。今回は

上野 RC で行ないますので宜しく皆様の参加お願

い致します。

出 席

会員数：54名　欠席出席免除者：4名　出席数：46名

欠席数：4名　出席率：92.00％

3 月 13 日修正後出席率：87.75％

ヴィジター：1名

クラブゲスト：村田早耶香様（卓話講師）

川口沙希様（卓話同行者）

黒川京子様（　　〃　　）

佐藤　勝様（東京上野 RC 会長）

幹事報告

1．本日3日、15：00より「次年度地区社会奉仕委員会」

が 5 日（金）13：30 より「次年度地区連絡会」が

ガバナー事務所にて開催され、両会議とも次年度

地区社会奉仕副委員長の本郷会員が出席されます。

また、明日 4 日は、「次年度　北分区　会長幹

事会」が浅草ビューホテルにて行われ、服部会長

エレクト、澤部次年度幹事が出席されます。

次年度関係の会議が多くなってきました。よろ

しくお願いいたします。

2．5 月 12（日）「新世代会議」のご案内を配布いた

しました。

日曜日ではございますが、皆様のご出席をお願

いたします。尚、会社関係者他へもお知らせいた

だきますよう、お願いたします。

また、仙台への親睦旅行のご案内も配布いたし

ました。是非ともご参加をいただきますようお願

いいたします。

3．4 月 28 日（日）　グランドパレスにて行われま

す「ジャズ落語」ディナーショーのご案内をメー

ルボックスへ配布いたしました。

お申し込みには、ご案内にある予約専用電話番

号にお電話いただき、予約 NO が必要ですのでお

忘れなくお願いします。

また、クラブ事務局でもお受けいたしますので、

ご連絡下さい。

ご参加いただいた方へはグランドパレス　特別

メニューのホテルランチへもご招待いただけるそ

うです。是非、ご検討下さい。

会長報告

1．東京上野ロータリークラブより、過日行われまし

た「奏楽堂コンサート」への出席に対して、お礼

状が届いておりますので、ご報告致します。

2．4月より、また新しく米山奨学生を迎えることと

なりました。

ベトナム出身のダオ・フォーン・アインさん女

性です。カウンセラーは栗原会員 にお願いしまし

た。

栗原会員には、4月 18日に行われる「オリエン

テーション」に出席をいただき、ダオさんと顔合

わせ後、例会出席日を相談して頂く予定です。

よろしくお願いいたします。

では、カウンセラー委嘱状が届いておりますの

で、お渡しいたします。

山本晴彦様（　　〃　　　幹事）

山下隆利様（　　〃　　親睦委員長）



「新世代会議」開催のお知らせ

日頃はクラブ活動にご尽力いただき、心より感謝
申し上げます。

さて、当クラブでは、地域への奉仕活動の一環と
して新世代育成事業に取り組んでおります。その 1
つ「新世代会議」は今年で 15 年目となり、今回は「限
界に挑み続けて」をテーマに元オリンピック金メダ
リスト　清水宏保氏がプレッシャーとの付き合い方
をお話しします。

会員の皆様には、是非奥様をはじめご家族の方々
をお誘い合わせの上、多数の方のご参加を頂きたく
ご案内申し上げます。

記
日　時 2013 年 5 月 12 日（日）　　
集　合 9：00
新世代会議 10：00 ～ 11：30
講　師 清水宏保氏
テーマ：「限界に挑み続けて　

～清水流プレッシャーを味方にする
　　　　　　　　　　心の持ち方～」

場　所 文京シビックセンター（小ホール）
  文京区春日 1-16-21
  ℡　03-3812-7111(文京区役所代表）

　以上

「青少年交換学生　神田亜衣子さん	1月	月間報告」

毎回毎回報告書遅れてすみません…　1 月分の報

告をさせていただきます。

初めて海外で新年を過ごすということで、本当

にわくわくしていたのですが、友達のホームパー

ティーでみんなで楽しくやってるあいだに、あっけ

なく新年を迎えていました。笑　それから、新しい

ホストの家で新しい家族と生活を始めました。

今のホストファミリーははっきり言って前のホス

トファミリーよりもすごく好きです。ホストママと

ホストパパは学校の先生をやっているのですが、ホ

ストパパは法律家でもあり、ホストママももう一つ

別の仕事を持っています。本当に毎日毎日働いてい

ます。それでも夕食はおいしいものを作ってくれた

り、町から帰る時は必ず迎えにきてくれたり、本当

に親切です！！

その他に、18 歳と 16 歳のホストシスターがい

て、18 歳のホストシスターは今、メキシコにいま

す。そして 16 歳のホストシスターも今年の夏から、

ブラジルへ行く予定です！彼女はブダペストの学校

に通っているので、週末しかかえってきません。次

のホストファミリーもホストシスターやブラザーが

いません。今、休日はホストシスターとあそんだり

できますが、平日は一人の時間が多く、悲しいです

（笑）。ですが短い冬休みの間ブダペストの色々な場

所に連れて行ってもらったり、すごく楽しい思い出

ができました。

学校も始まり、毎日学校に行きたくなくなるほ

どの寒さでした。私の通学路は、行きは急な下り道、

帰りは本当に地獄をみるような上り坂で雪が降ると、

行きも帰りも大変で、雪は大嫌いになりました。

ホストママやクラスメイトにはとてもハンガリー

語を褒められるようになり、すごく嬉しかったです

親睦旅行会のご案内

拝啓　会員の皆様におかれましては益々ご清祥の
こととお喜び申し上げます。

さて、台湾への旅行とは別に仙台への親睦旅行会
を下記の通り企画いたしました。

1日目は、ホテルでゆっくりしながら例会場とは
違った雰囲気のなか、　会員同士で親睦を深めて頂
き、2日目には、7月 25 日開催の復興支援プロジェ
クト「東京ドーム少年野球大会」に招待する少年野
球チームを訪問する予定です。

また、郷友会のご協力により「利府カントリー倶
楽部」でのゴルフを企画いたしました。万障お繰り
合わせの上、ご参加いただきますようよろしくお願
い申し上げます。

記
日　時 2013 年 5 月 31 日（金）～ 6月 1日 (土 )
行　程 別　　紙
会　費 約 40,000 円
 （ゴルフプレー費は別途必要となります）

以上

東京本郷ロータリークラブ
仙台　親睦旅行　行程

2013 年 5 月 31 日（金）～ 6月 1日 (土 )

【１日目】5月 31 日（金）
やまびこ 141 号東京　14：08　→　仙台　16：16
→　17：00　三井ガーデンホテル
　　18：00　表小路（宴会）

【２日目】6月　1日（土）　
10：00　ホテルよりＪＲバスにて

復興支援に招待する少年野球チームを
訪問（予定）　松島にて昼食

→　やまびこ 60 号　仙台　15：21
→　東京　17：24　解散
 

ゴルフ組
【１日目】5月 31 日（金）

やまびこ 123 号　東京　7：12　→　仙台　9：20
→　利府カントリー倶楽部（10：30 スタート予定）
17：00　三井ガーデンホテル

この月はロー

タリーミーティ

ングもなく、留

学生活のなかで

一番遅く感じら

れました笑

ブダペストに

行ったときの写

真をはっておき

ます。

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-

ak-ash4/486283_595733670442539_1526965935_n.jpg


