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次回の例会 （7 月 25 日）

－東北の子どもたちに夢と希望を－
東京ドーム少年野球大会

7 月 24 日　レセプションパーティー　開催
7月 25日　東京ドーム少年野球大会　開催

点鐘：13：00～
於　：東京ドームホテルB1F「オーロラ」

４クラブ合同例会

第 1回　クラブフォーラム

テーマ「復興支援プロジェクト
～東京ドーム少年野球大会～」について

本 日 の 卓 話

「海外進出のための支援事業」

加来　勝正　会員

紹介者　林　一好会員

7 月 10 日　第 1051 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」

会長報告

1．吉田ガバナーより、地区大会に関する事前連絡

がありましたので、お知らせいたします。

日　時：2014 年 2 月 18 日～ 19 日

会　場：京王プラザホテル

皆さんにご出席いただくのは、2 日目　2 月 19

日 ( 水 ) の本会議 13：00 ～となりますので、ご

予定をいただく用お願いたします。

19 日は、当クラブは休会としています。是非と

も地区大会へのご参加をお願いたします。

幹事報告

1．心の東京革命より、会報第 37 号が届きましたの

で、各テーブルへ配布いたしました。

また、7 月は、「青少年の非行・被害防止全国強

調月間」と定め、青少年の非行問題行動への対応

強化を図っているとの通知がありました。

資料を回覧いたしますので、こちらもあわせて

ご覧下さい。

2．昨日 9 日に地区ロータリー財団セミナーが如水

会館にて行われました。服部会長並びに加藤ロー

タリー財団委員長が出席されました。

また、本日、クラブ社会奉仕委員会がハイアッ

トリージェンシー東京で開催され、地区社会奉仕

副委員長である本郷会員と斎藤社会奉仕委員長が

出席されます。

3．東京小石川ＲＣより、8 月 31 日 ( 金 ) の例会卓

話に元ＮＨＫ　モスクワ支局長である小林和男氏

をお招きしているので、メイクアップにお越しく

ださい。とのご案内をいただきました。

小林氏はプーチン大統領と大変親しい間柄であ

ることから、日ごろあまり報道されないロシアの

真実と今後の日ロ関係についてお話しされるそう

です。詳細のご案内は、各テーブルに配布いたし

ました。

また、メール配信でもお送りいたします。参加

ご希望の方は、クラブ事務局へご連絡下さい。

4．例会終了後、「第 1 回　クラブフォーラム」を行

います。

間近に迫った「東京ドーム少年野球大会」がテー

マです。是非ともご参加をお願いたします。



ニコニコＢＯＸ

＊服部浩美会員

第一回クラブフォーラムよろしく！　OCHABI 写生

のプレゼンがありますので、そのご案内を皆様の

ボックスに入れました。お時間があったらどうぞ

お出かけ下さい。

＊松下和正会員

ちりも積もれば山となる。

＊大住省一会員

熱波にも負けず、シャンクにも負けず、目指せ

100 切りゴルフの道。

＊廣瀬英昭会員

郷友会で優勝させていただきました。ハンデ

キャップとメンバーにめぐまれました。ありがと

うございました。

＊靏岡秀郎会員

今年は梅雨明けが非常に早いので、夏場の景気が

良くなる様期待しています。又、先日の郷友会で

ラッキーセブン賞いただきました。

＊櫟本健夫会員

先週の郷友会で、なんと僭越ながらホールインワ

ンをしてしまいました。人生初めてです。ただし、

ホールインワン保険に入っていませんでしたの

で、みなさんにおごることができません。私を食

事に誘わないで下さい。

＊山路敏之会員

①先週欠席スミマセン。唐木前会長、廣瀬前幹事、

お疲れ様でした。②ギックリ腰になりましたが、

頑張って治し、札幌で２ラウンドして参りました。

＊澤部利蔵会員

暑いですね。冷たい物に注意しましょう。

＊須山佐一会員

今日も元気。感謝です。

＊本間正巳会員

本日孫娘の幼稚園で初プールです。水着姿がまぶ

しかったです。

＊小林佳俊会員

３年アテンダンス表彰ありがとうございます。

＊柴山修一会員

今日は、10 年ぶりに車できました。

＊新里時夫会員

66 歳になります。

＊飯田美里会員

例会を早退します。

ニコニコＢＯＸ	 41,000 円

累　　計	 116,000 円

地区大会に関する事前連絡

来年 2月の地区大会の開催案についてお知らせい

たします。会員各位のご参加をお願いたします。

記

■日時（案）：2014 年 2 月 18 日（火）
16：00 ～　会長・幹事会
【出席対象者】クラブ会長・クラブ幹事・ガバ

ナー補佐・分区幹事・分区副幹事・
地区委員長・地区幹事・地区副
幹事

18：00 ～　RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
【出席対象者】パストガバナー・ガバナーエレ

クト・ガバナーノミニー・クラ
ブ会長・クラブ幹事・ガバナー
補佐・分区幹事・分区副幹事・
地区委員長・地区幹事・地区副
幹事並びにその家族

2014 年 2 月 19 日（水）
11：00 ～　新入会員昼食会
【出席対象者】入会 2年程度の新入会員（家族

同伴）
13：00 ～　本会議
【出席対象者】地区内全会員と家族・各プログ

ラム学生
18：00 ～　懇親会
【出席対象者】地区内全会員と家族・各プログ

ラム学生

■会場：京王プラザホテル
※開催時間等、多少の変更が生じる可能性がござい

ます。

2012 ～ 2013 年度
100％アテンダンス表彰（合計 24 名）

（敬称略）

23 年　100％アテンダンス（３名）

秋本康彦、加藤利雄、米倉伸三

22 年　100％アテンダンス（１名）

新里時夫

21 年　100％アテンダンス（４名）

深澤壽一、唐木千暁、清水卓治、鈴木嘉男

19 年　100％アテンダンス（２名）

塙　弘道、柴山修一

18 年　100％アテンダンス（２名）

伊藤　守、近藤博隆

17 年　100％アテンダンス（１名）

小出　豊

15 年　100％アテンダンス（１名）

松下和正

８年　100％アテンダンス（１名）

相本秀次郎

７年　100％アテンダンス（１名）

大住省一

出 席

会員数：53名　欠席出席免除者：6名　出席数：44名

欠席数：3名　出席率：93.62％

6 月 26 日修正後出席率：88.00％

ヴィジター：１名



５年　100％アテンダンス（３名）

林　一好、廣瀬英昭、澤部利蔵

４年　100％アテンダンス（２名）

本郷　滋、松岡　浩

３年　100％アテンダンス（３名）

小林佳俊、櫟本健夫、魚崎亮一

23 年表彰 22 年表彰 21 年表彰

19 年表彰 18 年表彰 17 年表彰

15 年表彰 ８年表彰 ７年表彰

５年表彰 ４年表彰 ３年表彰

ホームクラブ 100％出席者

■ホームクラブ 100％　出席者 (１名）	 	 　

　　近藤博隆（通算 13 回）


