
2013-2014年度　国際ロータリーテーマ　｢ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を｣

東京本郷ロータリークラブテーマ　｢微笑んで、輝いて　我らがロータリアン ｣
創立／平成 3年 3月 13 日（1991 年）

事務局／〒 102-0072　東京都千代田区飯田橋 1-9-6-905　電話：03-3238-5350　FAX：03-3238-5352

インターネットホームページ：http://www.t-hongo-rc.gr.jp　E-mail：office@t-hongo-rc.gr.jp

例会：毎週水曜日 12 時 30 分　例会場：ホテルメトロポリタンエドモント　電話：03-3237-1111

〒 102-8130　東京都千代田区飯田橋 3-10-8

会長：服部浩美　副会長：米倉伸三　会長エレクト：柴山修一　幹事：澤部利藏　会報委員長：星　真人

11 月 6 日　第 1066 回例会 2013 年 11 月 6 日発行（No.1023）

ビュッフェ例会

北分区　合同例会
インターシティーミーティング

於：浅草ビューホテル
15：00～合同例会／ 15：30～ＩＭ

－会員懇談－

＊11月 13日（水）例会は11日（月）

合同例会に移動例会となります。

本 日 の 卓 話 次回の例会 （11 月 11 日）

「私の留学生活と
ロータリーの奨学制度の意義」

松田　浩道　様
元ロータリー財団奨学生

紹介者　小野澤　亮介会員

10 月 30 日　第 1065 回例会報告

幹事報告

1．国際ロータリーより、11 月のロータリーレート

は１ドル＝ 100 円と報告がありましたので、お知

らせいたします。

2．28 日（月）北分区　会長・幹事会に服部会長と

出席いたしました。

11 月 11 日 ( 月 ) は、北分区合同例会・ＩＭと

なります。ＩＭは、登録者全員によるテーブルディ

スカッションとなります。必ずご出席をお願いた

します。

3．第 2 回 地区職業奉仕委員会 公開講座のご案内

が届きました。

日　時：2013年 11月26日（火）18：00～19：30

会　場：浅草ビューホテル

地区職業奉仕委員会では「解りやすい職業奉仕」

を目標に公開講座を開かれ、今回の　　第２回目

は、「ロータリーものがたり（奉仕の思想の発生

と成長）」と題した DVD を作成され、ロータリー

の誕生から今日までを省みて、奉仕の理念成立の

筋道を職業奉仕の立場からみて纏められた DVD の

上映とパネルディスカッション形式で討論する 2

部構成で行われます。

参加ご希望の方はクラブ事務局までご連絡下さ

い。

4．31 日 ( 金 ) 米山三者懇親会が京王プラザホテル

にて開催されます。

米山奨学生　ダオさんとダオさんの指導教官の

吉田教授、栗原カウンセラーが出席されます。

出 席

会員数：54名　欠席出席免除者：9名　出席数：27名

欠席数：18 名　出席率：60.00％

10 月 9 日修正後出席率：80.85％

ヴィジター：1名 

ニコニコＢＯＸ

＊渡辺　明会員

お誕生祝を有難うございました。昨日で 83 歳に

なりました。

＊本間正巳会員

恒例の忘年会の段取りに入り、日程、場所の調整

に苦しんでおります。インフルエンザの予防接種、

会員の皆様も早めに対応された方が良いと思いま

す。

＊大住省一会員

本日急用の為、早退致します。申し訳有りません。



「第2回 地区職業奉仕委員会
公開講座のご案内」

地区職業奉仕委員会では「解りやすい職業奉仕」

を目標に勉強会を積み重ね、この度「ロータリーも

のがたり（奉仕の思想の発生と成長）」と題した DVD

を作成されました。ロータリーの誕生から今日まで

を省みて、奉仕の理念成立の筋道を職業奉仕の立場

からみて纏めたものです。

第 2回公開講座は、その上映と、DVD 誕生までの

過程で学んだ多くの事等をパネルディスカッション

形式で討論する 2部構成で行われます。登録ご希望

の方はクラブ事務局までお申し出ください。

記

日　時：2013 年 11 月 26 日（火）18：00 ～ 19：30

会　場：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

内　容：第 1部　ＤＶＤ

「ロータリーものがたり（奉仕の思想

の発生と成長）」上映と解説

第 2部　パネルディスカッション

「職業奉仕の思想とロータリーの発展」

パネラー及びモデレーター

　地区職業奉仕員会

11 月分　他クラブ情報

―夜間例会に変更―
11 月 28 日（木） 東京四谷 RC

―移動例会に変更―
11月 11日（月） 東京城東RC
 (11/9親睦家族夜間例会)

19日（火） 東京臨海東RC(11/20臨海 RCとの
 合同例会へ移動例会)
22日（金） 東京城北RC（企業訪問・移動例会）

【11/6中央分区IMへ移動例会】
11月 6日（水） 東京ワセダRC

7日（木） 東京四谷RC
8日（金） 東京城北RC

【11/11北分区 IMへ移動例会】
11月 11日（月） 東京池袋西RC、東京上野RC

12日（火） 東京あすかRC
13日（水） 東京豊島東RC、東京王子RC、
 東京浅草中央RC
14日（木） 東京池袋RC
15日（金） 東京小石川RC、東京板橋ｾﾝﾄﾗﾙ RC

【11/12東分区ＩＭへ移動例会】
11月 12日（火） 東京臨海東RC、東京東江戸川RC

13日（水） 東京臨海RC、東京葛飾東RC
14日（木） 東京ベイRC

12 月分　他クラブ情報
―休会―
12 月 24 日（火） 東京あすか RC、東京北 RC、
 東京東江戸川 RC

25 日（水） 東京臨海 RC、東京豊島東 RC、
 東京王子 RC、東京ワセダ RC、
 東京浅草中央 RC
26 日（木） 東京池袋 RC、東京四谷 RC、
 東京ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ RC
27 日（金） 東京小石川 RC 東京城北 RC、
 東京板橋ｾﾝﾄﾗﾙ RC
30 日（月） 東京池袋西 RC、東京城東 RC、
 東京上野 RC
31 日（火） 東京臨海東 RC、東京北 RC、
 東京東江戸川 RC

―夜間例会に変更―
12 月 2 日（月） 東京城東 RC

10 日（火） 東京臨海東 RC　　
12 日（木） 東京池袋 RC、東京ベイ RC
16 日（月） 東京上野 RC
18 日（水） 東京豊島東 RC、東京ワセダ RC、
 東京浅草中央 RC
19 日（木） 東京四谷 RC
20 日（金） 東京小石川 RC、東京城北 RC

以上

「ひとり言」

近藤博隆会員

何もしなくても時は流れて過ぎていく。

立ち止まることは不断の時の流れからみれば後退

に相似たりと自覚しよう。

思い出は残したい、悔いは残したくないとくに、

取り返しのつかない後悔は何ともさけねばならない。

注意！！注意！！とくりかえし強調しすぎると、

それに気をとられ一点集中がすぎて注意の分散がお

ニコニコＢＯＸ 27,540 円

累　　計 669,265 円

＊服部浩美会員

一昨日、第４回目の北分区会長幹事会に出席して

参りました。あと残るは一回になりました。

＊澤部利蔵会員

バースデーソングありがとうございます。今日 41

歳になりました。先週のミーティングのお釣りも

一緒に入れさせて頂きます。

＊小出　豊会員

来週休みます。皆さん、インフルエンザの予防の

ために早めに予防接種を受けましょう。

＊清水卓治会員

山路さん、おかげでまとまりました。

ろそかになる。

口頭だけでなく、いつも何事にも最大、最善の努

力を見定めて実践実行する。

“とっさ”の判断力は日頃からの好奇心旺盛な学

習蓄積があってのことである。

以上


