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ビュッフェ例会

ガバナー公式訪問

－会員懇談－

本 日 の 卓 話 次回の例会 （8 月 28 日）

吉田　建二　様（東京田無 RC）
第 2580 地区ガバナー

「学徒出陣と私」

小勝　善一郎　会員

8 月 7 日　第 1055 回例会報告

会長報告

1．今年度最初の新入会員をご紹介いたします。

渡辺新吉会員です。渡辺会員は、医療法人社団

同友会の副会長でおられます。先日の野球大会・

合同例会にご参加いただきました。

詳しいご紹介は後ほど、推薦者の鈴木会員から

お願いたします。

2．本日は、ガバナー公式訪問です。クラブ協議会

では会員増強をテーマに協議いたしました。その

日に新会員を迎える事ができ、大変嬉しく思います。
卓話をされる吉田建二ガバナー

理事会報告

1．2016-17 年度ガバナーノミニーデジグネート候

補者の推薦について

服部年度では推薦せず、来年度推薦者を出す

かどうかを 1 年間かけて考えていくということで、

次年度への申し送り事項とすることで異議なく了

承された。

2．東日本大震災心理支援センターへの継続支援に

ついて

小出年度に３年計画ということで決めて始めた

支援事業であり、今年度は３年目。よって、継続

支援とすることで異議なく了承された。

3．北分区ＩＭ　テーブルディスカッションでの人

選について（11 月 11 日）

（テーブルマスター２名　レポート作成者２名

計４名）北分区からの案内によると、テーマは会

員増強につながるものが考えられる。人選につい

ては、服部会長と須山会員増強委員長に一任する

ことになり、異議なく了承された。

幹事報告

1．ロータリー日本財団より、確定申告用寄付金領

収書が届きました。

平成 25 年１月１日～ 6 月 30 日の期間にご寄付

いただきました方が対象となります。

メールボックスへ配布いたしましたので、ご確

認をお願いたします。

2．国際ロータリー日本事務局より、任意参加のメー



出 席

会員数：54名　欠席出席免除者：7名　出席数：38名

欠席数：9名　出席率：80.85％

7 月 24 日修正後出席率：95.65％ 

クラブゲスト：吉田建二様（ガバナー）

＜新会員紹介＞

渡辺　新吉　会員（昭和 22 年 9 月 1 日生）

職業分類：34　医療・病院

　　　　　「病院経営」

事業所：医療法人社団同友会

役　職：副理事長

所在地：東京都文京区小石川

1-12-16

自宅住所：東京都品川区上大崎

1-4-19

推薦者：鈴木嘉男・清水卓治

渡辺新吉新会員（一番ひだり）・
吉田ガバナーと一緒に

ル配信サービス開始する。との連絡がありました。

内容は、よくある質問＆回答、時期的なニュース

などを随時お知らせする。との事です。

詳細を本日発行の週報へ掲載しましたので、ご

覧下さい。

3．東日本大震災心理支援センターより、報告研修

会の冊子が届きました。回覧いたしますので、ご

覧下さい。

4．先週の2日 (金 )地区社会奉仕委員会が開催され、

本郷会員が出席されました。

5．来週 14 日はお盆休みとなり、例会はございませ

んのでご留意ください。

それに伴い、クラブ事務局も 8 月 12 日～ 16 日

まで夏季休暇となります。よろしくお願いいたし

ます。

　6. 例会終了後、第 2 回定例理事会を開催いたし

ます。理事会メンバーは「せせらぎ」へ移動をお

願いたします。

理事会報告は 8 月 21 日第 1056 回例会にさせて

いただきます。

伊東清仁様（地区幹事）

大野晴治様（北分区ガバナー補佐）

新藤伸人様（北分区幹事）

松崎徹哉様（北分区副幹事）

神田亜衣子さん（青少年交換留学生）

ニコニコＢＯＸ

＊吉田建二様（ガバナー）・伊東清仁様（地区幹事）

本郷ロータリークラブの今後の発展を祈念申し上
げます。

＊大野様（北分区ガバナー補佐）
　新藤様（分区幹事）・松崎様（分区副幹事）
北分区ガバナー補佐、分区（副）幹事よりニコニ
コをいただきました。

＊服部浩美会員
吉田ガバナー、今日はありがとうございます。

＊澤部利蔵会員
吉田ガバナー、伊東地区幹事、大野北分区ガバナー
補佐、新藤北分区幹事、松崎北分区副幹事、よう
こそ、おいで下さいました。

＊渡辺新吉会員
本日、新規会員として入会させていただきました。
入会にいたるまで導いていただいた皆様に感謝い
たします。

＊鈴木嘉男会員
渡辺氏の入会を祝して。

＊松岡　浩会員
京都に行きました。観光だけで行くのは30年ぶり。
30 年といっても京都の歴史の長さに比べたら束の
間ですね。

＊須山佐一会員
久し振りに、友人と写生に行ってきました。

＊大住省一会員
今週家内は軽井沢に行っています。飲み会、食事
会なんでも参加致します。声かけてください。

＊靏岡秀郎会員
熱い猛暑が再び戻ってきました。少し夏バテ気味
です。皆様熱中症には気をつけましょう。

＊山路敏之会員
①先週欠席ですみません。東京ドーム少年野球大

会、汗をかいた皆様、本当に本当にお疲れ様で
した。

②妻の誕生日祝いありがとうございました。ディ
ズニーランドホテルのレセプションパーティー
のあと、お祝いディナーをしました。

＊河合　洋会員
誕生日祝いをありがとうございます。

＊櫟本健夫会員
渡辺さんご入会おめでとうございます。また郷友
会へのご入会おめでとうございます。

＊伊藤　守会員
新入会員の渡辺さんの入会に際して、ロータリー
のフィロソフィーを説明しました。改めてロータ
リーの精神を学びました。

＊本間正巳会員
ガバナー公式訪問歓迎いたします。御指導の程よ
ろしくお願い申し上げます。

マルチプル・ポール・ハリスフェローの表彰
＜古関会員＞



ニコニコＢＯＸ	 60,000 円

累　　計	 250,000 円

＊米倉伸三会員
吉田ガバナーはじめ、地区役員の方々、お忙しい中、
ありがとうございます。

＊長久保スミ子会員

吉田ガバナーはじめ、ご来賓の皆様、お忙しいな
かありがとうございます。

第１回　家庭集会のお知らせ

親睦活動委員会
委員長　小野澤亮介

第１回目の家庭集会を下記の編成で開催致したく、お知らせ申し上げます。
今回のテーマは、“委員会活動”です。今年度の委員会活動に関して、楽しくそして大いに語らっていた

だければ幸いです。８月末日までに開催をお願いいたします。
班を編成するにあたりましては、委員会をベースにしつつ、活動が近接している委員会を同じ班にさせ

ていただいたり、皆様複数の委員会に重複して入っていらっしゃいますので適宜調整させていただきました。
何卒ご理解ご協力賜りますようお願いいたします。（決定後は事務局に、日時場所をお知らせください。）

「ガバナー公式訪問　卓話」

吉田建二ガバナー

第 2580 地区ガバナーに就任し、公式訪問が始ま

りました。

沖縄を含めた 71 の各クラブを来年 2 月まで 7 ヶ

月かけて訪問いたします。

ロン・バートン会長は“Engage Rotary Change 

班 リーダー サブ メンバー

1 小野澤亮介 靏岡秀郎
本間正巳、辻野泰介、松原一雄、古関伸一、柴山修一、小出　豊、

小林佳俊、原田睦巳、林　一好、松岡　浩、粂田孝之、渡辺新吉

2 棟田和博 廣瀬英昭
長久保スミ子、近藤博隆、杉崎眞弥、塙　弘道、林　有厚、

星　真人

3 伊藤　守 柴田浩子
須山佐一、河合　洋、栗原浩之、清水卓治、櫟本健夫、加来勝正、

中川了滋、深澤壽一、渡辺　明

4 井田吉則 山路敏之
大住省一、秋本康彦、斎藤陽彦、唐木千暁、小勝善一郎、松下和正、

鈴木嘉男、米倉伸三

5 本郷　滋 魚崎亮一
相本秀次郎、川口勝彦、粂田孝之、加藤利雄、新里時夫、菅野日彰、

飯田美里、利根川政明

（敬称略、順不同）

※会長、幹事は各班からもお誘いください。

※家庭集会報告は週報に載せるため、各リーダーから事務局へＦＡＸ又はメールにて原稿、そして、もしあれば写真

をお送りください。

※それぞれの班員は、ＳＡＡ、サブＳＡＡ、ソングリーダー、サブリーダー、各委員会の担当理事、委員長又は副委

員長、委員の中から以下の通り適宜選ばせていただいております。

１班：ＳＡＡ、サブＳＡＡ、ソングリーダー、サブリーダー、クラブ奉仕、出席、親睦活動、プログラム

２班：雑誌、広報、会報

３班：ロータリー情報、会員増強、職業分類、会員選考

４班：職業奉仕、社会奉仕、青少年育成、復興支援特別

５班：国際奉仕、ロータリー財団、米山奨学

Lives”「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生

を」を提唱なさっていますが、私は“Enjoy Rotary 

Change Lives”と申し上げます。Enjoy などと言うと、

また吉田は遊ぶことばかり考えている、と怒られそ

うですが、そうではありません。

ただ「楽しむ」ということではなく、皆で知的好

奇心を発揮して学び合うのです。勉強をして、賢く

なるのです。そして多くの知識や知恵、アイディア

を持つことです。これ全てが「楽しみ」ではないで

しょうか？その「楽しみ」によって、今までよりも

多くの視点から物を見て自分自身の役割や責任を果

たすことが出来るようになり、柔軟な対応が出来る

ようになるのです。そしてそれが自分自身の人生を

豊かにするのですから、この喜びに勝るものはあり

ません。私達のそのような日々の行動やロータリー

の活動は、地域社会や世界で支援を求めている人々

に影響を与え、彼らの人生を変えることが出来るの

です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上


