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第２回　クラブフォーラム

テーマ「社会奉仕・復興支援について」
ビュッフェ例会
－会員懇談－

本 日 の 例 会 次回の例会 （11 月 27 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

11 月 6 日　第 1066 回例会報告

理事会報告

1．小野澤亮介親睦活動委員長より今年度の忘年家

族会について、今後のスケジュール、家族会の具

体的運営内容、収益計画等の説明があり、異議な

「内容を録音したテープが事務局にあります」

卓 話

卓話をされる元ロータリー財団奨学生　松田道広様

く承認され、早急に会員へ案内通知を行うことと

なった。

2．次年度会長の柴山会長エレクトより、次年度役員・

理事候補者の説明があり異議なく承認され、12 月

4 日に年次総会（次年度選挙の件）を開催するこ

とも、あわせて決定した。

3．新会員候補　下山明輝氏について、議長から会

員選考の手続きに移行したい旨の説明があり承認

された。

4．第２回クラブフォーラムを 11 月 20 日に開催す

ること、テーマは社会奉仕と復興支援の２つとし

たい旨の提案があり異議なく承認された。

5．地区からの国際奉仕活動に関するご連絡につい

て、連絡のあった旨報告がなされた。

6．その他

ａ．ホームページの見直しの件

棟田和博広報委員長よりホームページの見直

しについて、内容、金額、スケジュール等につ

いて提案・説明があり異議なく承認された。

ｂ．11 月 19 日　第 2580 地区ゴルフ決勝大会参加

者はメークアップ扱いしたい旨の説明がなされ、

異議なく承認された。

ｃ．電話加入権の名義変更の変更手続きの状況に

ついて説明・報告がなされた。

ｄ．RID3500( 台湾 ) 八得陽徳 RC　王元甫パスト

会長からの手紙が渡され、突然の申し出であり、

十分にお話しを承る必要があるとして会長・幹

事に一任した。

ｅ．新年初例会を会員夫人、夫君に参加いただけ

るようにご案内をすることが決定された。



ニコニコＢＯＸ	 17,000 円

累　　計	 688,265 円

ニコニコＢＯＸ

＊服部浩美会員

①新会員　木村敬道様、入会おめでとうございま

す。これから楽しくゆかいに会を盛り上げたい

と思います。よろしく !!

＊服部浩美会員

②本間さん、会合を直前でキャンセルして、大

変申し訳ありませんでした。その日に限って

iPhone確認しませんでした。今後気を付けます。

ごめんなさい。

＊塙　弘道会員

木村様の入会を祝い。

＊本間正巳会員

原田さん巨人残念でした。新酒の時期になりまし

た。廣瀬さん、松岡さん、澤部さん楽しみにして

いて下さい。

＊原田睦巳会員

日本一を東北にゆずりました。東北の元気・発展

に協力致しました。

＊深澤壽一会員

11月9日の結婚記念祝を早々と祝ってもらいます。

私共２人元気です。

＊澤部利蔵会員

木村さん入会おめでとうございます。11 月 9 日板

橋ロータリークラブ主催の板橋音楽祭へ吹奏楽部

部長として、私は、息子と味スタ駅伝に、秋の風

に吹き吹かれてきます。

出 席

会員数：55名　欠席出席免除者：9名　出席数：36名

欠席数：10 名　出席率：76.09％

10 月 23 日修正後出席率：93.62％

ヴィジター：1名

クラブゲスト：松田浩道様（卓話講師・元Ｒ財団奨学生） 

幹事報告

1．心の東京革命推進協議会より、11 月を「子ども・

若者育成支援強調月間」と定め、関係団体ととも

に子ども・若者育成支援に関する国民運動の充実

と定着を図るための運動月間とする内容のお知ら

せがありましたので、ご報告致します。

また、テーブルに配布いたしました「ジュニア

サッカー　フェステｨバル」のパンフレットも同

封されておりました。入場は無料です。参加ご希

望の方は、直接会場へお出かけ下さい。

2．ガバナー事務所より、シドニー国際大会におい

て吉田ガバナーを囲む東京ナイトパーティーご案

内がありました。各テーブルにご案内状を配布し

ましたので、国際大会の登録とあわせご検討下さ

い。

シドニー国際大会に関する最新の情報や登録の

方法等は専用ウェブサイトがあります。週報へ掲

載いたしますので、ご参照ください。

3．ローターアクトの地区代表から 9・10 月の活動

報告が届きました。

また、来年 1 月に開催される「日台ロータリー

親善会議」のツアー案内が届きました。

日台ロータリー親善会議については、開催日が

早まった関係で会議の詳細（登録料金等）が決まっ

ておらず、会議自体のご案内は後日となりますが、

取り急ぎ、ツアーのみの案内がありました。

回覧致しますので、ご覧下さい。

4．本日、12 月 4 日例会時に行う年次総会のご案内

を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．本日は本年度 2 人目となる新会員をご紹介いた

します。

木村敬道会員です。ご職業は、通信・ネットワー

ク・端末機器等を扱っておられる㈱高文　代表取

締役会長です。

推薦者の塙会員より、詳細のご紹介をいただき

たいと思います。

＜新会員紹介＞

木村　敬道　会員（昭和 18 年 10 月 24 日生）

職業分類：12　通信・携帯電話

　　　　　「通信機材設置」

事業所：株式会社　高文

役　職：代表取締役会長

所在地：千代田区内神田 3-4-8

自宅住所：千代田区内神田

3-4-8-6F

推薦者：塙　弘道・松下和正

内容についてご意見がございましたら、11 月

20 日までに書面にて幹事までお申し出ください。

5．来週、11 日（月）は、「北分区合同例会・IM」

が開催されます。

場所：浅草ビューホテル　時間：15：00 ～

13 日の例会は北分区合同例会へ移動例会となる

ため、お休みとなります。ご注意ください。

また、野球大会の写真注文受付は 11 月 20 日例

会までとなります。お早めにお申し込み下さい。

「シドニー国際大会の
専用ウェブサイトのご紹介」

TOP ページ

http://www.riconvention.org/ja/2014/Pages/

ridefault.aspx



「忘年家族会のご案内」

親睦活動委員長　小野澤亮介

恒例の忘年家族会をホテルメトロポリタンエドモ

ントで開催致します。

会員ご家族の皆様が楽しめるような企画をご用意

しておりますので、どうぞご期待下さい。

つきましては、皆様お誘い合せの上、多数のご参

加を賜りたくよろしくお願い申し上げます。

記

日　時：2013 年 12 月 18 日（水）

 例　会 18:45 ～ 19:00

 忘年家族会 19:00 ～ 21:00

場　所：ホテルメトロポリタンエドモント　万里

会　費：会　員　20,000 円

 ご家族　10,000 円（中学生以上）

 小学生　　5,000 円

以上

「クラブフォーラム開催のお知らせ」

来る11月20日(水)例会時、「社会奉仕・復興支援」

をテーマに、

第 2回　クラブフォーラムを開催致します。

ロータリーへの理解をより深め、フォーラムを実

りあるものにしたいと

思いますので、ご忌憚のないご意見をお聞かせ下

さい。

ご多忙とは存じますが、是非多数のご出席をお願

い申し上げます。

記

日　時 2013 年 11 月 20 日（水）第 1068 回例会時

 例会開始 12：30

 フォーラム 13：00 ～

場　所 例会場　3F　春琴の間

テーマ 「社会奉仕・復興支援について」

以上

忘年家族会への景品寄贈のお願い

親睦活動委員長　小野澤亮介

別途、ご案内いたしましたとおり、来る 12 月 18

日（水）に忘年家族会を開催いたします。

つきましては、忘年家族会の中で計画しておりま

す、「オークションコーナー」への景品のご寄贈を

賜りたく、お願い申し上げます。オークションコー

ナーは例年行っているくじ引き抽選会にかわる初の

試みで、目玉となる欲しい商品をお値打ち価格で競

り落とすという企画です。

つきましては、商品券、宿泊券の金券、目玉とな

る高額商品（例えば、未使用の家電製品、ゴルフの

アイアンセットなど）、より多くのご寄贈を賜りた

くお願い申し上げます。

商品券などは換金し、お子様やお孫様が喜びそう

な商品の購入に充てることを考えております。

ご寄贈の品物は、下表にご記入の上、12 月 9 日ま

でに、例会場、または事務局にお届け頂きたく、あ

わせてお願い申し上げます。

日程早見表

http://www.riconvention.org/ja/2014/Program/

Schedule/Pages/ridefault.aspx

（暫定的なプログラムであり、変更される場合があ

ります。定期的にご確認ください。）

登録方法

http://www.riconvention.org/ja/2014/Regis-

ter/Pages/HowToRegister.aspx

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

本 日 の 例 会

11 月 11 日　第 1067 回例会報告

●第 1部　北分区合同例会

 15：00 点鐘・開会宣言

  第 2580 地区　吉田ガバナーご挨拶

  会長・幹事報告

  各種報告

 15：35 ＩＭの開始

 15：45 テーブルディスカッション

 16：45 発表・講評

 17：30 合同例会及びＩＭ閉会点鐘

●第 2部　懇親パーティー

 18：00 懇親パーティー開始

  祝辞・乾杯

 19：20 手に手つないで

 19：30 閉会の言葉

プログラム

出 席

会員数：55名　欠席出席免除者：8名　出席数：28名

欠席数：19 名　出席率：59.57％

10 月 30 日修正後出席率：77.78％



北分区　インターシティ・ミーティングに寄せて

第 2580 地区
2013 年～ 2014 年度ガバナー　吉田建二

「仲間を増やし、親睦と奉仕の理想を

語り合う IM にしよう。」

国際ロータリー第 2580 地区北分区のインターシ
ティ・ミーティング（IM）開催にあたりご挨拶申し
上げます。

大野晴治ガバナー補佐、新藤伸人分区幹事、松崎
徹哉分区副幹事のもと、東京浅草ロータリークラブ
の皆様が周到な準備をされ意義ある IM が開かれま
すことに、心から敬意と感謝を申し上げます。

今年度の第 2580 地区の活動目標は「仲間を増や
そうよ！」であります。ロータリー活動の原点は会
員増強にあるといっても過言ではありません。最近、
ロータリアンの会員数が減少傾向に陥りロータリー
の活力ある奉仕活動に支障をきたすのではないかと
危惧されています。日本は人口減少の傾向にあり、
国全体としての活力が下降気味になるのではないか
と心配されています。今こそ我が国の経済・文化を
担う日本のリーダーであるロータリアンが元気を取
り戻し、まさに世界の発展と世界平和に貢献する時
です。特にわが第 2580 地区は日本の中心である東
京を活動基盤としていることを自覚しなければなり
ません。

時代は急速に変化しています。この時代の変化に
即応してロータリークラブの活動も変化させなくて
はなりません。「変えてはならないもの」と「変え
なくてはならないもの」をよく見極めて「チェンジ」
させなくてはならないと思います。うまく「チェン
ジ」ができているクラブは会員増強に成功している
のではないでしょうか。

国際ロータリー RI は主に五大奉仕活動を提唱し
ています。それをもとに第 2580 地区の活動方針の
おもなものは、クラブ奉仕委員会として「魅力ある
クラブライフ」「ロータリークラブの公共イメージ
向上」など、社会奉仕委員会はロータリー財団から
の「未来の夢計画」の導入に伴う各クラブ社会奉仕
活動の支援と「東日本大震災希望の風奨学金」の支
援、青少年奉仕委員会は「青少年交換、インターア
クト、ローターアクトなど新世代への奉仕機会の提
供と支援」、国際奉仕委員会は「オンツーシドニー
活動と国際理解・国際平和への支援」、職業奉仕委

員会は「職業倫理の確立」の普及です。また、「米
山奨学生支援」も大変重要な活動です。

これらの社会に対する奉仕活動を活発に行うた
めにも会員の増員は極めて重要な目標です。ロータ
リーの「奉仕の理想」を追求し、実践することで次
世代まで受け継ぐことがわれわれ現役ロータリアン
の責務です。IMは地域を同じくする隣同士、気のあっ
た仲間同士の会合です。「仲間を増やし、会員相互
の親睦と奉仕の理想の探求」を語り合う良い機会だ
と信じています。北分区の皆様と、特に準備を重ね
ていただいた東京浅草ロータリークラブのますます
のご発展と会員皆様のご活躍を心から祈念申し上げ
ご挨拶とさせていただきます。

【白熱するテーブルディスカッションの様子】


