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第４回　クラブフォーラム

テーマ「私の職業と職業奉仕」

「イニシエーション・スピーチ 」

木村　敬道会員

ビュッフェ例会

－会員懇談－
＊2月19日は地区大会開催の為、休会となります。

本 日 の 例 会 次回の例会 （2 月 26 日）

2月 5日　第 1077回例会報告

理事会報告

1．会員身分について

新会員候補者の星野大記氏は会員関連による面

接が終わった。公示に移ることが承認され、本日

より公示することになった。

2．東日本大震災「心のケアー」今後の取り組みに

ついて

「心のケアー」について、小石川 RC は３年間で

はなく長期的プロジェクトとして今後もすすめた

いとの意向のもと、当クラブに意見を求めてきた。

卓話をする木村敬道会員

委員会で検討し、当クラブとしての意見をまとめ、

小石川 RC に回答することとした。

3．第 4回クラブフォーラム（2月 12 日）テーマ「職

業奉仕」

大住担当理事より、フォーラムのタイトルは「奉

仕の実践とクラブライフ」とするということ、具

体的な事は井田職業奉仕委員長と打ち合わせして

いくとの進捗報告があった。

4．4RC 合同例会について（4月 16 日）

幹事より、被選の時点で３クラブを会長ととも

に訪問した。今も挨拶をかねて回っている。今後

３クラブと打ち合わせの機会を設けたいと考えて

いる。進展あり次第理事会で報告したい旨進捗の

説明があった。

5．新世代会議について（5月 10 日）

5 月 10 日に新世代会議が開催される。時間は、

14 ～ 16 時を予定。方法としては、講演、ワーク

ショップ、パネルディスカッションと色々考えら

れるが、詳細は検討中であるとの説明が会長より

なされた。

6．あじさいまつりバザーについて

秋本担当理事より、バザーをやるという方向で

齋藤委員長は考えている。具体的な事は齋藤委員

長と検討していく旨進捗報告があった。

7．最終例会について（6月 25 日）

幹事より、最終夜間例会の具体的な中身は決

まり次第理事会で報告していく旨の説明があった。

最終例会は、夜間例会である。

8．親睦旅行について

松岡親睦副委員長より以下の進捗報告がなされ

た。日程は、5 月 23 日（金）を予定。詳細は後日



ニコニコＢＯＸ	 44,000 円

累　　計	 1,091,745 円

出 席

会員数：55名　欠席出席免除者：7名　出席数：43名

欠席数：5名　出席率：89.58％

1月 22日修正後出席率：91.67％ 

幹事報告

1．「ロータリー日本財団」並びに「米山記念奨学会」

より「確定申告用領収書」が届きました。

メールボックスへ配布いたしましたので、ご確

認をお願いいたします。

尚、米山記念奨学会の普通寄付については、ク

ラブ会費から上半期 ･ 下半期に送金していますの

で、添付いたしました用紙の「ご注意」の部分を

必ずご覧ください。よろしくお願いいたします。

2．先般ご案内いたしました全国ローターアクト研

修会の登録締切りが2月 28日まで延長されました。

また、ローターアクト地区代表より、当日ご参

加いただけないロータリアンの皆様にも、登録の

みとして協賛金（￥3,000）の支援依頼がありま

した。

資料を各テーブルに配布してありますので、ご

支援いただける場合は、クラブ事務局までご連絡

をお願いいたします。

3．那覇北ロータリークラブが 3 月より火曜日例会

から木曜日例会に変更になります。と同クラブ上

原幹事より連絡がありましたので、お知らせいた

します。

4．会長からもお話がありましたが、今週 7 日（金）

文京シビックセンターにて行われる「職場体験発

会長報告

1．東京ロータリークラブ　熊平様より、「抜粋のつ

づり　その73」を恵贈いただきました。メールボッ

クスへ配布いたしましたので、ご確認下さい。

2．7 日（金）14：00 より文京シビックセンターに

て職場体験発表会が行われます。

私は所用により出席でない為、柴山会長エレク

トにご出席いただき、ご挨拶をお願いいたしまし

た。会員各位のご参加をお願いいたします。

報告。

9．メトロポリタン RC からの依頼について

インドネシアのメトロポリタン RC から、「学校

蒸留水供給設備プロジェクト」と「無償医薬品供

給及び衛生教育実施プロジェクト」への協力要請

がきた。国際奉仕委員会で検討し、その後理事会

で話し合うことになった。

10．その他

ａ松下和正会員　2014-2015 年度　地区青少年奉

仕副委員長就任の件承認された。

ｂ 2 月 7 日　職場体験発表会　メークアップ扱い

について

メークアップ扱いにするということで承認さ

れた。

ｃ事務職員　退職金の件

幹事より、「中小企業退職金共済制度」につ

いて説明がなされた。月額 2,000 ～ 5,000 円。

メリットとしては、1 年間国の助成を受けられ

る。運用益もある。引当額を超えない範囲です

すめるということになった。

表会」に出欠の返信をいただいていない方は、至

急にクラブ事務局へお知らせください。

当日は当クラブの齋藤社会奉仕委員長が司会を

行います。皆様のご参加をお願いいたします。

ニコニコＢＯＸ

＊澤部利蔵会員

雪で都内が凍りましたね。週末は都知事選で都内

が凍りませんように。

＊本間正巳会員

風邪が長引いて辛い日々でしたが、検査の結果は

たいした事はありませんでした。声が掠れて演歌

どころではありませんでしたが、徐々に元の美声

に戻りつつあります。皆様も十分に注意して下さ

い。水道水のうがいが一番だそうです。

＊小勝善一郎会員

結婚記念日と家内の誕生日祝いをいただき、ダブ

ルで幸せです！

＊林　一好会員

渡辺先生昨晩ありがとうございました。

＊須山佐一会員

まだまだ寒波はくるようです。皆さん風邪をひか

ないよう気をつけましょう。

＊川口勝彦会員

妻の、誕生日のお祝いありがとうございました。

＊飯田美里会員

お誕生日のお祝いありがとうございます。

＊服部浩美会員

木村さん、イニシエーションスピーチよろしく！

＊長久保スミ子会員

渡辺先生、林さん昨日はありがとうございました。

＊靏岡秀郎会員

本日久しぶりに華友会に参加します。成果も期待

し、楽しく過したいと思います。

＊清水卓治会員

北海道新聞にコラムに載りました。

＊齋藤陽彦会員

結婚記念のお祝いいただきまして、ありがとうご

ざいました。

那覇北 RC　例会曜日変更のお知らせ

那覇北ロータリークラブの例会曜日が 2014
年 3 月より火曜日→木曜日に変更致します。
ご留意のほど、お願いいたします。



第 4班　家庭集会ご案内

　　リーダー　松下和正

サブ ･リーダー　木村敬道

 

下記のとおり、第 4 班家庭集会を開催いたします。

メンバーの皆様のご参加を楽しみにしています。

　　　　　　　　　　　記

日　時：2014 年 2 月 24 日（月）18：00 ～

場　所：ラ ･フェニーチェ　ワイワイ

港区南青山 5-10-19　B1F

TEL：03-6427-2172

会　費：10,000 円

以上

2/12 までにﾘｰﾀﾞｰ松下までご出欠をお知らせ下さい。

2月分　他クラブ情報
―休会―

2 月 11 日（火） 東京あすか RC
17 日（月） 東京池袋西 RC
19 日（水） 東京豊島東 RC
20 日（木） 東京リバーサイド RC
21 日（金） 東京板橋ｾﾝﾄﾗﾙ RC

―夜間例会に変更―
2 月 12 日（水） 東京豊島東 RC
 （創立記念 28 周年　家族会）

24 日（月） 東京上野 RC

―移動例会に変更―
2月 5日（水） （2/3　3RC合同例会） 
【以下は2/19地区大会へ移動例会】
2月 17日（月） 東京上野RC　

18 日（火） 東京北 RC、東京あすか RC、
 東京後楽 RC、東京東江戸川 RC
19 日（水） 東京王子 RC、東京浅草中央 RC、
 東京葛飾東 RC、東京臨海 RC、
 東京ワセダ RC
20 日（木） 東京四谷 RC、東京ベイ RC
21 日（金） 東京小石川 RC、東京城北 RC
 以上

文京区中学生職場体験発表会報告

平成 26 年 2 月 7 日

東京本郷ロータリークラブ

社会奉仕委員長　齋藤陽彦

標記事業が平成 26 年 2 月 7 日、文京シビックホー

ル（小ホール）にて開催されました。この事業は東

京本郷ロータリークラブの事業として、当クラブ資

料によると、平成 18 年に開始され、文京区教育委

員会が主催、当会が共催として継続されている事業

です。報告会の当日、当クラブから柴山エレクトを

始め、16 名の会員、他クラブや地区からも数名ロー

タリアンが参加して、中学生、ご父兄、教職員の方々

とともに盛会に報告会が行われました。

藤田恵子文京区教育委員会推進部長、柴山修一

2014 − 2015 年度当会会長の開会挨拶の後、文京区立

茗台中学校から３名、文京区立本郷台中学校から６

名、文京区立音羽中学校から６名の代表者により職

場体験が報告されました。各校ともに趣向を凝らし

たパワーポイントによる報告は、中学２年生とは思

えない出来栄えでした。また各校ともに全体の傾向

をまとめた考察に、発表者個人の経験を加えた報告

になっていた点も印象に残った事項でした。

その後、職場体験受け入れ事業所を代表して、東

京ケーブルネットワーク株式会社小沼様、松尾様か

ら、受け入れ体験の報告がなされました。残念なが

らこの報告の時間には、『意見交換会』の打ち合わ

せに入っていたため、拝聴することはできませんで

した。そして、報告会の最後の 30 分間には、３中

学から２名ずつ合計６名による、『はたらくことに

ついて〜職場体験を通じて〜』をテーマに意見交換

が行われました。今年度の社会奉仕委員長としてこ

の意見交換会のコーディネターを仰せつかった訳で

すが、参加者の中学生に圧倒され続けた時間であっ

たと記憶しています。今回の発表者は、大学研究室、

幼稚園、保育園、図書館などの教育施設での体験が

４名、製造業として印刷会社、小売りの代表コンビ

ニエンスストアでの体験が各１名でしたが、それぞ

れ異なった職業と環境に赴いたにも関わらず、一様

に職業を通じて社会に奉仕することの大切さを学ん

だとの言葉が聞かれました。ロータリーの提唱する

職業奉仕を、中学生に教えてもらった貴重な２時間

でした。

柴山会長エレクトご挨拶

「中学生による意見交換」コーディネーターを務める
齋藤社会奉仕委員長


