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－会員懇談－

本 日 の 卓 話 次回の卓話 （3 月 12 日）

「野外ステージの安全対策と実例」プーチンと安倍の違い
『日本人・ロシア人ここが大違い』

鈴木　義昭　様寺谷　弘壬　様 ㈱シミズオクト  取締役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　清水卓治会員
紹介者　林　一好会員

2月 26 日　第 1079回例会報告

ロータリー財団寄付
地区内年次プログラム基金1人当たり寄付額の
　　　　　　　　　　　　　　表彰状が届きました。

会長報告

1．2 月 19 日開催の地区大会は多くのご参加をあり

がとうございました。

吉田ｶﾞﾊﾞﾅｰ、ホストの東京新宿ロータリークラ

ブ　実行委員長並びに会長より、お礼状が届いて

おりますので、ご報告いたします。

また、ロータリー財団寄付にて「2012-2013 年

度 地区内年次プログラム基金 1 人当たりの寄付

額」にて表彰されましたが時間の関係で大会壇上

での贈呈は代表クラブのみでした。　

いただいた表彰状が届いておりますので、ご覧

ください。

2．地区大会で報告されましたが、東京武蔵野中央

ロータリークラブ会員 上山昭治氏が 2016 － 2017

年度ガバナーノミニーデジグネートに決定した。

とのお知らせがありました。

ガバナーノミニーデジグネートとは、2013 年規

定審議会において、その肩書きが新設され、ガバ

ナーに就任する 1 年前にガバナーエレクトとなり、

2年前にガバナーノミニーとなります。

3．本日は、今年度 3 人目の新会員をご紹介いたし

ます。

星野大記会員です。星野会員は、星野合同事務

所　代表社員　所長であります。年齢は 38 歳と

クラブで１番若い会員となります。

詳しいご紹介は、ご紹介者の澤部幹事とご本人

より後ほど、お話しいただきます。

最初に澤部幹事より、ご紹介をお願いいたしま

す。

幹事報告

1．3 月のロータリーレートは、1 ドル＝ 102 円とな

ります。



2013 年 7 月 24 日～ 25 日に行われた
「東京ドーム少年野球大会」の参加チームの元監督
より、メールをいただきましたので、ご紹介いたし

ます。

東京本郷ロータリークラブ　の皆様へ

お世話様です。

夏に東京ドーム野球大会でお世話になりました　

岩手県　田野畑スピリッツの監督をしてました工藤

と申します。

お陰様で先日の納会でも東京大会の話題で盛り上

がり、子供達は勿論の事帯同父兄にも大きな出来事

の１つとして記憶されている事に、皆様からのご支

援ご協力を改めて感謝申し上げます。

当地域でも震災から３年が経とうとしております

が、特産ワカメの養殖も着々と復興しつつあり、早

採りワカメが手に入りましたので復興の兆しとして

お世話になりました皆様にご賞味頂きたく飯田橋の

事務局の方へ本日発送させていただきました。

申し訳ないのは、東京本郷事務局しか連絡先が判

ニコニコＢＯＸ	 36,000 円

累　　計	 1,174,745 円
出 席

会員数：56名　欠席出席免除者：5名　出席数：41名

欠席数：10名　出席率：80.39％

2月 5日修正後出席率：93.75％ 

ニコニコＢＯＸ

＊本間正巳会員

人事異動の時期に突入し、新しい出会いと別れの

会の段取りに奔走しています。

＊木村敬道会員

2 月 12 日の新入生歓迎会ありがとうございまし

た。

＊大住省一会員

来週は姪の結婚式の為欠席致します。20 年ぶりに

ハワイに行きます。

＊櫟本健夫会員

この日曜日に東京マラソンに走って参りました。

タイムは、4 時間 49 分で昨年より 30 分遅かった

ですが、頑張りました。天気もよく沿道の応援が

ものすごくとても力になりました。今は、体のふ

しぶしが痛く、出来そこないのロボットのようで

す。また、新入会の星野さん、ようこそ !! よろ

しくお願い致します。

2．大変遅くなりましたが、日本語版「2013 年　手

続要覧」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。

3．「第 19 回　日本青少年交換研究会 ･ 福島会議」

のご案内をいただきました。

日　時：2014 年５月 24 日（土）～ 25 日（日）

場　所：ホテルリステル猪苗代

青少年交換学生、ローテックス並びにインター・

ローターアクターといった、これからの日本の未

来を担う若者たちとロータリアンが、テーマに

添って語り合う機会となります。

どなたでも参加可能です。詳細は、クラブ事務

局へお問い合わせください。

4．本日、ホテルメトロポリタン（池袋)にて地区チー

ム研修リーダーが開催され、次年度地区青少年奉

仕副委員長に就任される松下会員が出席されます。

5．先日、お知らせいたしました東京上野ロータリー

クラブによる「第 28 回コンサートパンフレット

をメールボックスへ配布をいたしました。

コンサートは入場無料です。コンサート終了後

には懇親会も開催されますので、ご一緒にご参加

いただきたい。との事です。

参加者ご希望の方は、人数を報告する必要があ

るためクラブ事務局へご連絡ください。よろしく

お願いいたします。

6．本日の例会にて忘年家族会の写真焼き増しの受

付が終了となります。

まだ、アルバムをご覧になっておらず、購入希

望の方はクラブ事務局へお申し出ください。

＊須山佐一会員

ソチオリンピック皆頑張りました。帰国後の会見

の笑顔は皆とても良い顔でした。

＊星野大記会員

今月末で結婚 10 年になります！お祝いありがと

うございます！

＊靏岡秀郎会員

家内の誕生日のお祝ありがとうございます。昨日

は又家庭集会があり大変盛り上がりました。伊藤

リーダー、松原さん、小林さん、松岡さん、澤部

さん大変楽しかったです。

＊服部浩美会員

みなさん先週は地区大会お疲れ様でした。今日は

星野大記様入会おめでとうございます。心から歓

迎いたします。

＊山路敏之会員

渡辺新吉会員にお願いして脳ドッグを受けた結

果、極めて正常である事が判明しました。今後バ

ンカーで何回打ったかわからなくなった場合、頭

の問題ではなく腕の問題だということになりま

す。

＊長久保スミ子会員

本間さん先日は大変お世話になりました。

＊小野澤会員、松岡会員

木村さん、あらためてご入会おめでとうございま

す。歓迎会にご出席された皆様、ありがとうござ

いました。

＊澤部利蔵会員

星野さん、入会おめでとうございます。今後とも

宜しく！



「第３班　家庭集会報告」

リーダー　伊藤　 守

第３班の家庭集会は 2 月 25 日（火）にホテルメ

トロポリタンエドモンドの「平川」にて行われました。

参加人数は合計で６名と少人数でしたが、澤部幹

事も出席して、所属委員会の日頃の活動内容や今後

の課題等の問題を、掘り下げて意見交換することが

できました。

また平川の吟味された日本料理と、今回初めて利

用した奥の個室の落ち着いた雰囲気、それにお酒が

加わり忌憚のない充実した家庭集会になりました。

＜新会員紹介＞

星野　大記　会員（昭和 50 年 7 月 23 日生）

職業分類：29　法律事務所　「司法書士」

事業所：星野合同事務所　　役　職：代表社員 所長

所在地：東京都中央区日本橋本石町 3-1-2

　　　　　　　　　　　　　　ﾀﾞｳﾞｨﾝﾁ新常盤橋 2F

自宅住所：神奈川県川崎市幸区小倉 1-1

推薦者：澤部利蔵・服部浩美

新会員　星野大記会員（左）

らなかったものでそちらにしか発送しておりません

がどうぞ皆様でお召し上がり下さい。

早々

「ポール ･ハリス ･フェローの認証」

国際ロータリー・ニュース：2014 年 1月 22日 

ポール・ハリス・フェローとは、国際ロータリー

のロータリー財団に 1,000 米ドル以上の寄付をした

人、または名義人を称える認証です。

ポール・ハリス・フェローの認証は、1957 年、当

時唯一の財団プログラムであり、国際親善奨学金

の前身となった「Rotary Foundation Fellowships 

fpr Advanced Study（高等教育のためのロータリー

財団フェローシップ）」への寄付に対する謝意を示

し、さらなる支援を向上させるために設立されました。

最初にフェローとして認証された人物には、アリ

ソン G. ブラッシュ 1937-38 年度 RI 理事や、長期

にわたって RI 財務長を務めたルーファス F. チャ

ピン財務長などが含まれ、両氏ともに 1946 年に寄

付を行いました。1953 年には、アダン・バルガスさ

んが、女性として始めて認証を受け、1957 年には 2

人目の女性としてハリー L. ジョーンズさんが認証

されました。ジョーンズさんは、同年 5人のみであっ

た認証受領者の一人でした。

初期のポール・ハリス・フェローには表彰状が授

与されていましたが、1969 年にハワイで行われたホ

ノルル国際大会を皮切りに、メダルの贈呈が行われ

るようになりました。このメダルは、当時の財団管

理委員であった湯浅恭三氏のもと、日本人のメタル

アーチストであるフィジュー・ツダさんによってデ

ザインされました。今日、ポール・ハリス・フェロー

には表彰状とピンが贈呈され、メダルは任意で購入

するというかたちになっています。

ロータリアンは、ほかの個人に感謝の意や敬意を

示すために、ロータリー財団に寄付する伝統をもっ

ています。1978 年、ヴァン・テイラー地区ガバナーは、

結婚 34 周年を記念してイダ・レトゥール夫人の名の

下に寄付を行い、同夫人は 25,000 人目となるポール・

ハリス・フェローの認証を受けることとなりました。

1979 年の国際協議会で、当時のジェームス・ボー

マー会長エレクトが、クラブからロータリアン以外

で一人のポール・ハリス・フェローを出そうと、各

クラブに激励の言葉を送りました。続く 1980 年、

米国メリーランド州のパイクスヴィル・ロータリー・

クラブがマザー・テレサの名の元に寄付を行いまし

た。同様に、マサチューセッツ州ケープコッド地域

のクラブが協同寄付を行い、エンターテイナーであ

るパール・ベイリーさんにポール・ハリス・フェロー

の認証を授けました。

このほかにも多くの著名人がポール・ハリス・フェ

ローとして名を連ね、ジミー・カーター元アメリカ

大統領、ボリス・エリツィン元ロシア大統領、アポ

ロ 13 号の船員であったジェームス・ラヴェル飛行

士、国連のハビエル・ペレス・デ・クエヤル事務総長、

ポリオ・ワクチンを開発したジョナス・ソーク博士

などがポール・ハリス・フェローとなっています。

2006 年、ポール・ハリス・フェローの数は 100 万

人に達しました。


