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本 日 の 卓 話 次回の卓話 （1 月 22 日）

「がんとは何か　－予防できるか？」 「藝大 21：伝統と現代の融合」

新年初例会「落語について」
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1 月 8 日　第 1073 回例会報告

理事会報告

1．会員身分について

清水卓治会員より出席規定免除申請があり承認

された。

会長報告

1．ガバナー事務所より、当クラブも支援いたしま

した「台風 30 号によるフィリピン被災地区に対

する義援金」が第 2580 地区で 4,255,868 円が集

まり、昨年 12 月 20 日付けにてガバナー会へ送金

しましたとご報告がありましたので、お知らせい

たします。

2．ガバナー補佐より、2012 年 11 月に開催されま

した「北分区　合同例会およびＩＭ」の会計報告

がとどきましたので、回覧いたします。

卓話をされる桂　右團治師匠

また、新入会員候補者の推薦があり、会員選考

委員会へまわすことが承認された。

2．忘年家族会収支について

小野澤親睦委員長から、昨年行われた忘年家族

会会計収支報告があり承認された。

3．復興支援について

昨年行われた復興支援について、本年も継続し

て行う方向で　承認され、第３回クラブフォーラ

ムを「復興支援について」のテーマで 1月 29 日に

早めて開催することが決まった。（当初予定では 2

月 12 日）

4．その他

ａ．地区社会奉仕副委員長の本郷会員の沖縄会議

への旅費についてクラブ負担をすることが承認

された。

ｂ．2013 年度米山奨学生のダオ・フォーン・ア

インさんへの期間終了記念品（上限補助金４万

円）を贈呈することについて承認された。



ニコニコＢＯＸ	 71,000 円

累　　計	 970,745 円

＊新里時夫会員

新年おめでとうございます。今年も幹事のご了解

を得てメール BOX に当社のカレンダーを入れまし

たので、ご利用下さい。会社の女の子のイラスト

が可愛いいです。

＊加藤利雄会員

明けまして、おめでとうございます。忘年家族会

のオークション・ジャンケンで家族を含めて、２

回も勝たせていただきました。

＊小林佳俊会員

誕生日のお祝いありがとうございます。新年初例

会 100％出席に協力していただきましてありがと

うございます。

＊木村敬道会員

あけましておめでとうございます。70 歳の初めて

の正月です。新しいスタートを切ります。

＊唐木千暁会員

誕生日祝い有難うございます。65 歳で中年から高

齢者に昇格しました。

＊小野澤亮介会員

新年おめでとうございます。忘年家族会では沢山

の方にご協力頂き大変有難うございました。オー

クションの賞品代のお支払宜しくお願い致しま

す。

＊櫟本健夫会員

お誕生日祝いありがとうございます。私は元旦の

0 時 5 分に生まれたそうです。除夜の鐘を聞きな

がら煩悩とともに生まれてきたようです。今年の

目標は「己に勝つ」ということで行きます。

＊清水卓治会員

新年おめでとうございます。当クラブの発展を

祝って。

＊長久保スミ子会員

新年あけましておめでとうございます。本年もど

うぞよろしくお願い申し上げます。

＊大住省一会員

先月ヴリック＆ウッドクラブにて下の息子が３番

ホールにてホールインワンを出しました。まだ 25

歳です。

＊服部浩美会員

あけましておめでとうございます。今年もよろし

くお願い申し上げます。また誕生日祝ありがとう

ございます。

＊本間正巳会員

あけましておめでとうございます。下期も気合を

入れて責務を全うしたいと思います。

＊鈴木嘉男会員

新年明けましておめでとうございます。

出 席

会員数：55名　欠席出席免除者：4名　出席数：51名

欠席数：0名　出席率：100.00％

12 月 11 日修正後出席率：83.33％ 

クラブゲスト：桂石團治様（卓話講師）

服部乃摩様（服部会員夫人）

鈴木美貴様（鈴木会員夫人）

ニコニコＢＯＸ

＊澤部利蔵会員

明けましておめでとうございます。また、妻への

バースデーフラワーありがとうございます。本年

も宜しくお願い致します。

＊須山佐一会員

明けましてお目出とうございます。1 月 4 日生ま

れの孫がお年玉と誕生日祝いを別にして欲しいと

主張していました。

＊魚崎亮介会員

妻への誕生日のお祝い、ありがとうございました。

みなさん、今年もよろしく、お願いいたします。

＊渡辺　明会員

本年もよろしくお願い致します。

＊杉崎眞弥会員

明けましておめでとう御座います。

幹事報告

1．１月のロータリーレートは１ドル =102 円となり

ますので、お知らせいたします。

2．2014 年オーストラリア・シドニーで開催される

ロータリー国際大会の早期登録による割引料金の

適用期間が、2014 年 1 月 15 日まで延長されたと

の連絡がありましたのでお知らせいたします。

現地登録よりも 100 ドルお得に登録できますの

で、ご検討下さい。

3．東京保谷ロータリークラブより「創立 40 周年記

念誌」を恵贈いただきましたので、回覧いたします。

4．育英会バギオ基金より「2012 年度事業報告書」

並びに「バギオ便り第 40 号」が届きましたので、

回覧いたします。

また、ご寄付のお願い状も同封されております。

こちらは、アイサーブのお気持ちにてご検討をお

願いたします。

5．昨年の忘年家族会でのオークション賞品代の請

求書を落札者の方へ配布いたしました。

期日までにお振り込みをお願いたします。

また、来週 15 日は、クラブ協議会を行います。

新年早々お忙しいところ恐縮ではございますが、

理事・役員各位、委員長各位の皆様、ご出席をお

願いいたします。

最後に本日、例会終了後に新年の記念写真を撮

影いたしますので、3 Ｆ写真室へ移動して下さい。

よろしくお願い致します。



クラブフォーラム開催通知

来る 1 月 29 日（水）例会時、「復興支援プロジェ

クト」をテーマに、第 3 回　クラブフォーラムを開

催致します。

ロータリーへの理解をより深め、フォーラムを実

りあるものにしたいと思いますので、ご忌憚のない

ご意見をお聞かせ下さい。

ご多忙とは存じますが、是非多数のご出席をお願

い申し上げます。

記

日　時：2014 年 1 月 29 日（水）第 1076 回例会時

 例会開始 12：30

 フォーラム 13：00 ～ 14：00

場　所：例会場　3階「春琴の間」

テーマ：「復興支援プロジェクト」

以上

「ロータリーの友」電子版のご案内

「ロータリーの友」電子版が 1 月号から配信され

ます。（1 月中旬にアップ予定）閲覧方法は、ロータ

リーの友ホームページ www.rotary-no-tomo.jp にア

クセスをし、「ロータリーの友」電子版をクリック

して下さい。

ID とパスワードについては、例会でお知らせ致し

ます。

初例会　記念写真

お知らせ

1 月 16 日に事務局において、ひかり回線・電

話開通工事を行います。そのため、10：00 ～

12：00　の間　約 1 時間程度、電話が不通とな

ります。ご了承のほどお願いいたします。




