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3月 5日　第 1080 回例会報告

卓 話

理事会報告

1．上半期決算報告について

幹事より報告がなされ承認された。本決算は、

卓話をされる寺谷様

星会計と相談のうえ例会時に会員に説明等する方

向で進めたいとの報告もあった。

2．４ＲＣとの合同例会について（4月 26 日昼）

　　会長より現在までの進捗について報告があった。

詳細についてはＳＡＡと打合せをしながら適時報

告をしていくことになった。

3．あじさいまつりバザー（社会奉仕員会）について

担当理事より現在までの打合せについての報告

があった。

バザーの方法等過去開催の反省点を踏まえ、意

義ある開催を検討している。

4．「ＲＩ会長賞」について

①会員増強の推進②ロータリー財団を通じた人

道的奉仕の充実、③ロータリー・ファミリーを通

じたネットワークの強化、の３点について必須項

目を満たす必要が有り、当クラブでは②を満たさ

れていないことから申請は見送ることになった。

5．平成 25 年度心の東京革命推進協議会への会費納

入について

心の東京革命推進協議会より会費納入のお願い

が届き、復興支援特別委員会に検討してもらった

結果、当クラブでは独自に対外奉仕活動として少

年野球大会等を企画しているので会費納入は見送

りたいとの回答を受け、議場に諮ったところ見送

ることで承認された。加えて、結果については社

会奉仕員長にも報告をすること、心の東京革命推

進協議会にも説明を加えてお断りすることになっ

た。 

 以上



ニコニコＢＯＸ	 32,000 円

累　　計	 1,206,745 円

ニコニコＢＯＸ

＊須山佐一会員

74 歳になりました。私が生まれた日は雪が降って

大変だったと、母から何回も聞かされました。季

節の変わり目の天候は昔も今もあまり変わってい

ないようです。

＊本間正巳会員

第５班家庭集会お世話になりました。平安時代に

タイムスリップしたような公家の末裔の上品で高

貴な方々の集いでした。

＊小林佳俊会員

結婚記念日のお祝いありがとうございます。

＊松下和正会員

廣瀬さん、大住さん、飯田さん、充実した家庭集

会ありがとうございました。

出 席

会員数：56名　欠席出席免除者：6名　出席数：39名

欠席数：11名　出席率：78.00％

2月 12日修正後出席率：88.00％

クラブゲスト：寺谷弘壬様（卓話講師）

佐藤とし子様（小野澤会員ゲスト）

＊原田睦巳会員

先日の家庭集会、長野の公家の末裔として出席さ

せていただきました。

＊唐木千暁会員

41 回目の結婚記念の祝い有難うございます。何十

回か解らなくなりましたが、どう数えても 41 回

目でした。早いものです。金婚式が視野に入って

きました。

＊服部浩美会員

第２回の家庭集会、リーダーの方々企画設定お疲

れ様です。昨日は不忍池のほとりでの家庭集会は

楽しく過させて頂きました。年度末にあたりスベ

テの集会には出られなくて申し訳ありません。

＊古関伸一会員

結婚祝い有難うございます。お陰様で、45 回目に

なります。

＊澤部利蔵会員

3 月 17 日が確定申告提出期限です。夏休みの宿題

にならないように、事務所バス旅行を 3 月 14 日

に決行いたします。

＊辻野泰介会員

深澤さん、粂田さん、昨日の家庭集会ご手配有難

うございました。大変楽しかったです。

＊星野大記会員

伊藤会員、先日はＲＥＣのご紹介ありがとうござ

いました。ゴルフ 90 切り目指して頑張ります。ま

た先日結婚 10 周年で、妻と恵比寿のロブション

に行きロバート・パカーの 100 点ワインを飲みま

した。今年はワインも勉強したいと思っておりま

すので、詳しい会員の御指導を頂きたくお願いし

ます！

幹事報告

1．『バギオだより』第 41号（2014 年 3月号）を各テー

ブルに配布いたしましたので、ご覧下さい。

2. 星野大記会員の名簿用シールを 2 枚ずつメール

ボックスへ配布いたしました。ご確認をお願いい

たします。

会長報告

1．ロータリー財団　2013-2014 年度 12 月末地区別

寄付にて、第 2580 地区が 12 月末時点前年度比で

131.56％と日本の 34 地区中、当地区が 1 位とな

りました。と、地区資金推進委員長　田村様より

報告がありました。

皆様のご協力に御礼申し上げます。後半も何卒

宜しくお願い申し上げます。

とのメッセージがございました。

2．国際ロータリーより、「新会員推薦者のためのプ

ログラム」のお知らせがありました。

新会員を推薦された既存会員へ会員増強の貢献

に感謝の気持ちを伝えるために新しいプログラム

です。

2013 年 7 月以降の新会員ご紹介いただいた推薦

会員が対象となります。

しかし、推薦者が複数いた場合でも、第一推薦

者のみしか登録されませんので、ご了承ください。

ただ今、手続き中ですので、認証ピンが届き次

第、該当者の方へお渡しいたします。

星野大記会員歓迎会のお知らせ

新入会員の星野大記会員の歓迎会を下記の通り開

催致します。ご多忙とは存じますが、ご出席の程よ

ろしくお願い申し上げます。

尚、3 月 12 日までにクラブ事務局へご返信をお願

いします。

記

日　時：2014 年 3 月 26 日（水）18：30 ～

会　場：未定

会　費：未定

以上



3月分　他クラブ情報
―休会―

3 月 19 日（水） 東京葛飾東 RC

27 日（木） 東京四谷 RC

―夜間例会に変更―

3 月 14 日（金） 東京城北（4RC 合同夜間例会）、

 東京板橋ｾﾝﾄﾗﾙ RC

17 日（月） 東京池袋西 RC（移動例会）

26 日（水） 東京小平 RC（移動例会）

 東京臨海 RC（移動例会）

―移動例会に変更―

3月 10日（月） 東京上野RC（コンサート・移動例会） 

12 日（水） 東京浅草中央 RC

 （葛飾東 RC との合同例会）

13 日（木） 東京池袋 RC

 （3/11　北 RC との合同例会）

 東京ベイ RC

 （3/11　江東 RC との合同例会） 

以上

「第 7班　家庭集会　報告」

平成 26 年 2 月 26 日 18:30 より第 7 班家庭集会を

行いました。

杉崎サブリーダーの発案で、今回は、エドモント

Ｂ１Ｆバー「カル―ザル」の個室にて開催しました。

ワイン、焼酎の他　スコッチ、バーボン、アイリッ

シュ、日本の各種ウイスキー、また　カクテルも豊

富に用意頂き、つまみもおいしく、色々なお酒を皆

様とワイワイ楽しく頂きました。

更に、ふるさとの北海道新聞での半生を振り返る

記事連載が丁度終了された清水会員より、当時の時

代や若者の生き様など大変　興味深いお話を聞かせ

て頂きました。　とても楽しく　あっという間にお

開きでした。　

皆様　ありがとうございました。

（参加者：服部、澤部、清水、柴山、林（一）、本間、   

 杉崎、河合）

「第四班家庭集会報告」

リーダー　松下

2 月 24 日、廣瀬さん経営の青山のイタリアンで、

大住さん、飯田さん、廣瀬さん、松下の四人で家庭

集会を開きました。

写真からお分かりのように、美味しい料理とワイ

ンをいただきながら、

大変和やかなひと時を過ごしました。

飯田さん、急なお誘いにもかかわらず花を添えて

頂きありがとうございました。

「2014-2015 年度「ロータリーの友」が

表紙写真の募集をしています」

テーマは設けておりません。

締切は 4月 30 日。

応募枚数は 1人 ･･3 点まで。

紙焼き 4 つ切りサイズの写真に撮影月などの

事項をつけてロータリーの友へ

提出下さい。

詳しい応募要項は「ロータリーの友　3 月号

　P39 をご覧下さい。


