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本 日 の 卓 話

卓 話

「内容を録音したテープが事務局にあります」

次回の卓話 （9 月 18 日）

「帰国報告」

「現代人のこころの病い」「ピロリ菌について」

神田　亜衣子さん

榎本　　稔　様平山　洋二　様

青少年交換留学生

東京池袋ロータリークラブ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　一好会員紹介者　林　一好会員

9 月 4 日　第 1058 回例会報告

会長報告

1. 本日は、ガバナーノミニー　鈴木　喬様がいらし

ております。

当クラブは 2015 年 4月に開催する「地区研修協

議会」のホストクラブであり、鈴木様のガバナー

エレクト年度となります。

会長報告は以上となりますので、鈴木ガバナー

ノミニーにご挨拶をいただきたいと思います。

卓話をする青少年交換学生　神田亜衣子さん

鈴木　喬 GN がご挨拶に来られました
理事会報告

1．前年度会計　河合会員から 2012-2013 年度決算

報告が行われ、承認された。

2．新入会員候補者の紹介があり、会員選考委員会

並びに職業分類委員会へまわすことが承認された。

3．東京都立赤羽商業高校から依頼があったインター

ンシップ受入について、受入れる方向で決定された。

幹事報告

1．ガバナー事務所より、「第 2530 地区『会津の里

にこらんしょ！プロジェクト』」並びに「2012-2013



ニコニコＢＯＸ	 38,150 円

累　　計	 341,550 円

＊須山佐一会員

やっと涼しくなりました。異常気象のせいでしょ

うか、小田原沖で 30 ㎏のキハダマグロが釣れて

いるそうです。

＊井田吉則会員

本日 6 時 30 分より第４班の家庭集会を行います。

出席予定の方は宜しくお願いいたします。

＊服部浩美会員

本日は鈴木喬ガバナーノミニー、お忙しいところ

本郷までおいで頂き、ありがとうございます。ま

た青少年交換留学生の神田亜衣子さん帰国報告楽

しみにしています。来週火曜日（9月 10 日）TV 朝

日、中居正広の「ミになる図書館」23：15 から見

て下さい。OCHABI の指導が出ます。よろしく！

＊本郷　滋会員

先日、お茶の水ロータリーで卓話をしてきました。

セキュリティーの話で約30％は寝てました。今日、

下山さんを紹介します。よろしくお願いします。

＊唐木千暁会員

半月、孫達をつれてホノルルで過したら色々ボケ

（時差ボケ、ハワイボケ等）が出てきました。日経

新聞も 8 月中でやめて、家の中がすっきりしまし

た。

＊辻野泰介会員

原田さん、先日は美味しい「水」をご紹介いただ

き有難うございました。毎日一本飲み続けたいと

思います。

＊渡辺新吉会員

66 回目のバースディを 9 月 1 日に迎えました。祝

福をしていただきありがとうございます。

＊澤部利蔵会員

本日は、急な用事で遅刻しました。松岡さん、あ

りがとうございます。

出 席

会員数：54名　欠席出席免除者：6名　出席数：38名

欠席数：10 名　出席率：79.17％

8 月 21 日修正後出席率：80.43％ 

クラブゲスト：鈴木　喬様（ガバナーノミニー）

下山明輝様（廣瀬会員ゲスト）

神田亜衣子さん（青少年交換留学生）

ニコニコＢＯＸ

＊鈴木　喬ガバナーノミニー

東京江北ロータリークラブの鈴木喬と申します。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

＊本間正巳会員

2020 年度、東京オリンピック開催決定の吉報を首

を長くして待っています。

＊小野澤亮介会員

先週 28 日、親睦旅行の打合せをしました。その

時のお茶代の残りをニコニコにお入れします。10

月にハトバスプラス屋形舟のミニ旅行を企画中で

す。

＊大住省一会員

ゴルフに行ってまいりました。100 切りの夢今だ

達せず！

＊松岡　浩会員

毎週日曜の夜 9時から放映されている「半澤直樹」

に弟がエキストラとしてほんの一瞬ですが登場し

ました。

年度ローターアクト活動報告書」が届きました。

『会津の里にこらんしょ！プロジェクト』につ

いては、原発事故以来、風評被害を受けている福

島に元気を取り戻そう！と多くの方に会津に訪れ

てほしい。というプロジェクトです。

ローターアクト活動については、活動内容を

よりご理解いただく為、報告書を回覧いたします。

是非ご覧下さい。

2．ロータリー囲碁同好会より「第 12 回ロータリー

全国囲碁大会」のご案内が届きました。

日　時 2013 年 11 月 2日（土）　開会式 10：00

会　場 日本棋院会館

登録料 7,000 円

となります。参加ご希望の方は、クラブ事務局

へお問い合わせ下さい。

3．11 月 11 日に開催します「北分区　合同例会・

インターシティミーティング」のご案内とパンフ

レットを配布いたしました。

今年度は、多くのロータリアンがお互いに親睦

を深められるように出席者全員参加のテーブルデ

イスカッションを行うそうです。

当クラブからテーブルマスターとして、松下会

員、廣瀬会員、レポート作成者として、須山会員、

松岡会員がご協力いただけます。是非とも、ご出

席をお願いたします。

「第 12 回ロータリー全国囲碁大会」

のご案内

日本支部幹事　　太田清文（東京 RC）

囲碁好きのロータリアンで結成するロータリー囲

碁同好会（GPFR）日本支部は、以下の要領で「第 12

回ロータリー全国囲碁大会」を開催いたします。大

会は上級者（五段以上）、中級者（三段～四段）、初

級者（二段以下）の 3 クラス制の早碁戦です。個人

戦のほか、上級者 2 人の成績によるクラブ対抗戦も

行います。初心者、会員ご家族の参加も歓迎いたし

ます。また、GPFR 活動については、上記のホームペー

ジをご覧ください。大会参加はメークアップになり

ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

＜記＞ 

日　時 2013 年 11 月 2 日（土）

 　10：00 開会式　16：30 表彰式



「第三班　家庭集会報告」

第三班　リーダー　伊藤　守

第三班の家庭集会は 8 月 29 日（木）にエドモン

ドホテルの地下一階の「南国酒家」で開催されまし

た。澤部幹事も出席して、総勢８名の賑やかな会合

になりました。

第三班は今年度のメインテーマである「会員増強」

と直接に関連する、会員関連の委員会に携わるメン

バーの集まりでした。それだけに意識も高く、喧々

諤々の議論に展開することもありましたが、会員

増強を必ず果たすという共通意識が根底にあるので、

非常に深みのある会合になりました。

「第 5班　家庭集会報告」

・日　時 2013 年 8 月 16 日（金）午後６時～

・会　場 「えん」（お好み焼き・もんじゃ・

  鉄板焼き）

・参加者 本郷滋　相本秀次郎　加藤利雄

  粂田孝之 杉崎眞弥　新里時夫

  澤部利藏　

立秋とは名ばかりの残暑厳しいなか、大江戸線の

本郷三丁目駅から直ぐの本郷リーダーの愛妻店「え

ん」で行われました。

お店は、常連風のお客さんで賑わっており、温か

みのある雰囲気でした。

「委員会活動」というテーマで第５班は、国際奉仕、

ロータリー財団及び米山奨学の委員会が中心に集い

ました。

加藤会員は自らパソコンを持参して下さり、オン

ツーリスボン参加時の画像を見ながら国際奉仕活動

についての説明をしていただきました。会員同士で

持ちよったワインやスパークリングとトロケルお刺

身（注：お好み焼き屋さんです）で、盛り上がりま

した。

本郷の地の本郷さん愛妻店で本郷 RC の家庭集会

を本郷リーダーのもと開催されました。     以上

レポート：澤部

「第１班　家庭集会報告」

第１班　リーダー　小野澤亮介

8 月 28 日　ホテルメトロポリタンエドモント　平

川において　例会関連メンバーが家庭集会に集いま

した。

家庭集会初デビューとなる渡辺　新吉会員も参加

され、今年度の委員会活動の話題を軸にいろいろな

話で盛り上がりました。

写真に写った皆様の表情は正に「smile & shine」

今後の活動を盛り上げて参りましょう！

会　場 日本棋院会館（東京・市ヶ谷）

 　　　　　　　　　　１階対局場

主　催 ロータリー囲碁同好会日本支部

共　催 第 2580、2750 両地区（東京 2地区）

ホスト 東京ロータリークラブ

登録料 7,000 円（昼食代、賞品等含む）

大会参加のお申し込みは、氏名、地区、クラブ名、

年齢（女性は不要）、級段位を明記して、所属ロー

タリークラブを通じて、上記の GPFR 日本支部宛に

ＦＡＸ（０３－３４５２－１６５２）でご連絡下さ

い。参加要領等を返信いたします。お問い合わせ等

もＦＡＸにてお願い致します。


