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ビュッフェ例会
－会員懇談－

本 日 の 卓 話 次回の卓話 （9 月 11 日）

「帰国報告」 「ピロリ菌について」

神田　亜衣子さん 平山　洋二　様
青少年交換留学生 東京新宿ロータリークラブ

紹介者　新里時夫会員 紹介者　林　一好会員

8 月 28 日　第 1057 回例会報告

会長報告

1．先日、お知らせいたしました 10 月 19 日（土）

～ 20日（日）ソウルにて開催される「第 12回ロー

タリー日韓親善会議」の締切が 9月 10 日まで延長

されました。

再度、ご検討いただき、参加ご希望の方はクラ

ブ事務局へご連絡下さい。

2．「第 50 回　インターアクト年次大会」のお礼状

が大会実行委員長並びにホストクラブの会長より

届きましたので、お知らせいたします。

3．先ほどもご紹介いたしましたが、本日、塙会員

のゲストである木村　敬道様がいらしております。

どうぞ、東京本郷 RC 例会をお楽しみください。

幹事報告

1．国際ロータリーより、9 月のロータリーレート

は 8 月と変わらず１ドル＝ 100 円と連絡がありま

したので、お知らせいたします。

2．地区職業奉仕委員会より、9 月 25 日開催「地区

職業奉仕委員会　公開講座」のご案内が届きました。

出 席

会員数：54名　欠席出席免除者：8名　出席数：39名

欠席数：7名　出席率：84.78％

8 月 7 日修正後出席率：87.23％ 

クラブゲスト：木村敬道様（塙会員ゲスト）

第 1 回の公開講座は講師　三井文庫常務理事・

文庫長　油井恒彦氏による「日本における　商人

の道と心」の演題にてお話しされます。詳細、参

加ご希望の方は、クラブ事務局までご連絡下さい。

3．心の東京革命より、「青少年育成マニュアル

2013」が届きましたので回覧いたします。

4．9 月 29 日（日）14：30 ～　国立オリンピックセ

ンター記念青少年総合センターに於いて、青少年

交換学生の帰国報告会が開催されます。

当クラブがスポンサーの神田亜衣子さんが 1 年

間の留学生活について報告します。どなたでも参

加可能です。詳細はクラブ事務局へご連絡下さい。

ニコニコＢＯＸ

＊服部浩美会員

小勝大先輩、先週は特攻隊のお話しありがとうご

ざいました。この貴重な体験を我々も引き継ぎ、

日々の活動に活かしていきたいと思います。

＊澤部利蔵会員

息子の夏休み宿題「自由研究」が終わりホッとし

ています。

＊清水卓治会員

9 月が待ち遠しいですね。BOSS を飲みましょう。



9 月分　他クラブ情報
―休会―

9 月 27 日（金） 東京城北 RC

―夜間例会に変更―

9 月 20 日（金） 東京板橋ｾﾝﾄﾗﾙ RC、

 東京城北 RC（東京ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ RC

 　　　　　　との合同夜間例会）

30 日（月） 東京上野 RC

―移動例会に変更―

9 月 4 日（水） 東京豊島東 RC

 （9/8 ～ 9　親睦移動例会）

18 日（水） 東京小平 RC

 （9/17東京武蔵野RCとの合同例会）

以上

「第 2班　家庭集会報告」

サブリーダー　廣瀬

委員会活動頑張っていこうと、皆さんで盛り上が
りました。

第 1回 地区職業奉仕委員会 公開講座のご案内

公開講座をご案内いたします。第 1 回の内容は、

日本の経営史研究の泰斗でいらっしゃる由井常彦先

生によるご講演です。演題は下記の通りですが、ロー

タリーの職業奉仕の哲学（基本的な考え方）とい

われる「自己研鑽の奉仕」Service above self と

「奉仕に徹するものに最大の利益あり」One profits 

most who serves best に匹敵する経営の精神が日

本の歴史と伝統の中に存在してきたということにつ

いてお話をされます。ロータリーの精神（奉仕の理

想）を理解する上でも大きな参考となると思います。

参加ご希望の方は、9 月 17 日までクラブ事務局へご

連絡下さい。　　　　　　　　　　　　　　敬具

記

日　時 : 2013 年 9 月 25 日（水）17：00 ～ 19：00 

場　所： 浅草ビューホテル　4階　飛翔

 東京都台東区西浅草 3-17-1

 　　　　　　　　　　TEL03-3847-1111

講演内容：「日本における　商人の道と心」

 講師　由井常彦

 　　　三井文庫常務理事・文庫長

略歴　1931 年長野県生まれ。1955 年東京

大学経済学部卒業。1960 年同大学院修了、

経済学博士。明治大学名誉教授。日本経

営史研究所名誉会長。

著書に『日本の経営発展』（東洋経済新報

社）、『安田財閥』（日本経済新聞社）、『豊

田喜一郎伝』（名古屋大学出版会）、『都鄙

問答』（日経ビジネス文庫）など。

登録料： お一人 3,000 円（当日お持ちください）

以上

マルチプル・ポール・ハリスフェローの表彰
＜古関会員＞

ニコニコＢＯＸ 33,000 円

累　　計 303,400 円

＊相本会員、本郷会員、星会員

復興支援のお礼に仙台に行き、商工会議所、JR バ

ス、荒浜クラブ等に行きました。皆様より言葉に

表せないくらい有難うございました。と云うお言

葉を頂きました。

＊本間正巳会員

実兄が自治医大でアブレーション及びペースメー

カーの植込施術をしました。当クラブ卓話者の板

橋中央総合病院の中島先生にお口添えいただき、

助教授自らやっていただき、ドクター間の力関係

を再認識いたしました。

＊小野澤亮介会員

家内の誕生祝に可愛い蘭の花を頂き、有難うござ

いました。珍しく夏風邪を引いていましたが、快

復しました。皆様もくれぐれもご自愛下さい。

＊杉崎眞弥会員

誕生日のプレゼント、ありがとう御座居ます。

＊粂田孝之会員

いつも、ありがとうございます。

＊須山佐一会員

心に残る唄の会ドタキャンすみませんでした。

＊柴山修一会員

先週、細川元首相とお話しする機会がありました。

京都のお寺で襖絵師としてご活躍されているそう

です。

＊加藤利雄会員
中川先生、昨晩 TV を拝見しました。浅草夕子さん
によろしく。

＊伊藤　守会員

先週の木曜日に定時株主総会が開催されました。

鋭い質問もなく、もの足りない気がしましたが、

とにかく無事終了しました。

＊靏岡秀郎会員
先週宍戸ヒルズ CC でおそらく 10 数年ぶりかと思
いますが、ハーフ 39 が出た事を祝って。


