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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」

ビュッフェ例会

－会員懇談－

本 日 の 例 会 次回の卓話 （3 月 5 日）

プーチンと安倍の違い
『日本人・ロシア人ここが大違い』

寺谷　弘壬　様
青山学院大学名誉教授
国際比較研究所　所長
ディースリー・シー会長

紹介者　林　一好会員
2月 12 日　第 1078回例会報告

忌憚ない意見がでたクラブフォーラム

会長報告

1．「意義ある業績賞」へ申請をしていました「新世

代会議」が第 2580 地区よりＲＩへ推薦すること

を決定いたしました。とガバナー事務所より連絡

がありました。

地区から推薦されるプロジェクトは 1 つのみと

なりますので、とても名誉なこととなります。

もし、受賞した場足は、2014 － 15 年度（鈴木

孝雄ガバナー年度）の地区大会で表彰されること

となります。受賞の連絡がありましたら、皆様へ

ご報告させていただきます。

2．東京上野ロータリークラブより、創立 30 周年記

念　第 28 回コンサートのご招待券をいただきま

した。

日　時：3月 10 日（月）

　　　　開場　16：30　開演　17：00

会　場：台東区生涯学習センター

　　　　　　　　　　　　ミレニアムホール

となります。

毎年開催されていた旧：奏楽堂は耐震工事のた

め完成まで使用できないので、会場を変更しての

開催との事です。

参加ご希望の方は、クラブ事務局へお申し出く

ださい。

幹事報告

1．2014-2015 年度　ロータリー手帳のご予約を受

け付けます。

ロータリー年度 ･ 行事に沿った内容で関連資料

も掲載されております。ロータリー活動にお役立

て下さい。

1 冊　648 円（税込）。ご予約は、2 月 25 日まで

にクラブ事務局へご連絡下さい。

尚、お渡しは 5月下旬となります。



　　「2014-2015 年度
ロータリー手帳のご予約受付中」　　

ロータリー年度で作成され、2014 年 6 月から

2015 年 12 月の予定が記入できます。

また、ロータリー年度 ･ 行事に沿った内容で関連

資料も掲載されております。ロータリー活動にお役

立て下さい。

1 冊　648 円 ( 税込 )

ご予約は、2 月 25 日までにクラブ事務局へご連絡

下さい。尚、お渡しは 5月下旬となります。

ニコニコＢＯＸ	 49,000 円

累　　計	 1,138,745 円

出 席

会員数：55名　欠席出席免除者：6名　出席数：42名

欠席数：7名　出席率：85.71％

1月 29 日修正後出席率：97.92％ 

クラブゲスト：ﾀﾞｵ ･ ﾌｫｰﾝ ･ ｱｲﾝさん（米山奨学生）

ニコニコＢＯＸ

＊本間正巳会員

ソチ冬季オリンピックの観戦で昼と夜が逆転して

おります。23 日迄頑張って応援するつもりです。

＊相本秀次郎会員

76 回目のバースディを迎えます。今後も元気で楽

しく過ごせればと思います。

＊塙　弘道好会員

妻の誕生日のお祝いありがとうございました。第

２回華友会の開催出来ました。

＊澤部利蔵会員

雪が降り、スコップ持って肩と腰が凍ってます。

＊魚崎亮一会員

加藤さん、鈴木さん、木村さん、先週はお手合わ

せありがとうございました。これからもよろしく

お願いします。

2．先週配布いたしましたガバナー月信にも掲載さ

てれおりましたが、2 月 23 日は「ロータリー誕生

日」です。

1 月にクラブ奉仕会議（公共広告説明会）が開

催され、「ロータリーの誕生日に公共イメージ向

上作戦（ロータリーの誕生日）を行うことの説明

があり、東京都内で大型ビジョンに PR 映像を流し、

ロータリーの活動を紹介されるようです。

ついては、各クラブの HP でも PR 映像を見られ

るようにしてほしいのと依頼があり、広報委員会

にて手配中です。

また、ガバナー事務所では、会員各位の企業で

ご賛同いただける場合には、掲載を検討していた

だきたい。と案内がございました。

ぜひ、ご検討いただき掲載が可能の場合は操作

手順を棟田広報委員長へお問い合わせ下さい。よ

ろしくお願いいたします。

3．来週、2 月 19 日は地区大会となります。会場は、

新宿・京王プラザホテル

登　録：12：00 ～　点　鐘：13：00　です。

既にメールで最新のプログラムを配信させてい

ただきました。また、本日各テーブルにも配布し

ております。

以前配布したパンフのプログラムの内容や時間

が変わっております。最新のものをご参照ください。

地区大会開催に伴い、クラブ例会は休会となり

ます。登録をされていない方は、当日登録も可能

です。

ロータリー財団の表彰では「1 人あたりの寄付

額」にて表彰されます。ぜひご参加下さい。よろ

しくお願いいたします。

＊小林佳俊会員

妻の誕生日のお祝いありがとうございます。

＊木村敬道会員

先週は私のつたないイニシェーションスピーチお

聞き頂きありがとうございました。

＊渡辺新吉会員

華友会初参加で同点優勝の４人の中に入れていた

だきありがとうございました。

＊古関伸一会員

妻の誕生日祝い有難うございます。

＊原田睦巳会員

妻の誕生日祝い並びに結婚記念日、Ｗお祝いあり

がとうございました。ガンバります。

＊須山佐一会員

久し振りの大雪で、雪かきで気持ちの良い汗を流

しました。

＊本郷　滋会員

あけましておめでとうございます。脊椎管狭窄症

で 12 月 28 日より寝込み、死ぬ思いをしました。

今リハビリ中です。今年もよろしくお願いします。

＊服部浩美会員

今日はクラブフォーラム。みなさん活発に意見を

出し合いましょう。大雪の影響でまだ足元が滑り

やすいので気をつけましょう。

＊長久保スミ子会員

誕生日のお祝いありがとうございます。



RI会長代理　千　玄室様

会場の様子

＜新世代の紹介＞
米山奨学生　ﾀﾞｵ・ﾌｫｰﾝ ･ ｱｲﾝさん（中央）

ロータリー財団寄付
地区内年次ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ基金 1人当たり寄付額にて表彰

記念講演「違うことはいいことだ」
評論家　大宅映子氏

2013-2014年度地区大会報告

【第 1日目】2月 18 日（火）
14：30 開　会

 各種委員会

15：00 閉　会

 会長幹事会登録開始・点鐘

 ガバナー・RI 会長代理 ･学友挨拶

16：30 「指導者育成セミナー」

17：30 点　鐘

18：00 RI 会長代理歓迎晩餐会

20：00 閉宴のことば

【第 2日目】2月 19 日（水）
11：00 新入会員昼食会

 ガバナー・RI 会長代理挨拶　他

11：15 落　語

12：30 閉　会

13：00 本会議　開会

 点　鐘

 RI 会長代理 ･来賓 ･各クラブ紹介

14：30 オーストラリア大使ご挨拶

14：40 奉仕活動「我がクラブ自慢の奉仕活動

 ～今年度ロータリー財団地区補助金

 受給ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ～

 東京麹町RC、東京新都心RC、

 東京紀尾井町RC、那覇西RC

15：45 記念講演「違うことはいいことだ」

 評論家　大宅映子氏

13：50 ｶﾞﾊﾞﾅｰ挨拶・現況報告

 RI会長代理挨拶ならびに国際ﾛｰﾀﾘｰ現況報告

16：55 各種委員会報告・表彰

17：25 ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ・ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ・

ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰﾃﾞｼﾞｸﾞﾈｰﾄ紹介

 次期ホストクラブ発表

 閉会の言葉

17：50 点鐘

18：00 懇親会

20：00 閉演のことば


