
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

12 月 4 日　第 1070 回例会 2013 年 12 月 4 日発行（No.1026）

「イニシエーション・スピーチ 」

粂田　孝之会員

ビュッフェ例会
－会員懇談－

本 日 の 卓 話 次回の卓話 （12 月 11 日）
	 　　　　　　

「これからの明るい介護のお話」

伊澤　美奈子　様

社会福祉法人　幸世会
高齢者介護施設　宝夢

サブリーダー

紹介者　小出　豊会員11 月 20 日　第 1068 回例会報告

幹事報告

1．過日、ご案内致しました「第 4回日台ロータリー

親善会議」のご案内が届きました。

ツアー案内もあわせて各テーブルへ配布いたし

ましたので、ご覧いただき、参加ご希望の方は申

込用紙に必要事項をご記入の上、クラブ事務局へ

ご提出ください。締切は12月27日までとなります。

2．地区青少年奉仕委員会より、「青少年奉仕情報第

2号」が届きました。

メールボックスへ配布いたしましたので、ご確

認下さい。

3．昨日 26 日（火）地区社会奉仕委員会がガバナー

事務所で開催され、本郷会員が出席されました。

また、第２回　地区職業奉仕委員会　公開講座が

浅草ビューホテルで開催され、服部会長が出席さ

れました。

4．木村敬道会員の名簿用シールが出来あがりまし

た。メールボックスへ各 2 枚ずつ配布しましたの

で、ご確認下さい。

5．2014 年１月８日　新年初例会に会員夫人・夫君

をお招きするにあたり、現在出欠を取り纏めてお

ります。準備の都合上、今週末までにご出欠をク

ラブ事務局までご返信いただきたくお願いいたし

ます。また、出席委員会からご案内がありました

通り、その日は出席率 100％例会を目指しており

ます。ご欠席の方はあらかじめメークアップをす

ませられるよう、ご協力をお願いたします。

出 席

会員数：55名　欠席出席免除者：8名　出席数：38名

欠席数：9名　出席率：80.85％

11 月 11 日修正後出席率：72.34％ 

ヴィジター：1名

ニコニコＢＯＸ

＊本間正巳会員

妻の誕生日祝いの蘭の花ありがとうございまし

た。

＊小出　豊会員

忘年家族会の景品、御協力ありがとうございます。

来週、仕事で欠席します。

＊飯田美里会員

所用により帰ります。

＊大住省一会員

本日定期検診の為、早退します。

＊澤部利蔵会員

もうすぐ忘年家族会です。

＊松岡　浩会員

祝 35 周年 !!



「ロータリー •クラブは、台風で破壊され、
フィリピンのために行動を起こす」

ロータリー Web（https://www.rotary.org）

ロータリーのニュースより：2013 年 11月 15日 

先週の巨大な台風が、全体の海岸沿いの町や村を
平らに何千人もの人々を殺し、ほぼ 60 万より避難
した後、世界中のロータリー • クラブは、フィリピ
ン中部の地域社会に緊急援助を約束している。

広範な破壊が台風海塩、記録に上陸をする最強の
嵐の影響を受け、遠隔地に食料、水、医薬品が不足
してきたような状況は悲惨なままです。

ロータリー会長ロン • バートンは、嵐の被害者を
支援するために継続して世界中の 34,000 のクラブ
を促している。
「私は、私たちは、家庭、学校、事業を再構築す

ることができたときに、今緊急援助を提供し、将来
のための計画を開始するために行動を取るために私
たちのクラブを促すています。我々はすべての手助
けをしたい知っている “とバートン氏は述べていま
す。”我々は、必要としている人々を助けるのビジ
ネスをしている。”

ロータリーパートナーシェルターボックスは、緊
急避難所やその他の救済支援の形で 4000 家族のた
めの援助を約束している。

このような災害である「私たちはシェルターとの
パートナーシップを締結した理由を正確に、「バー
トン氏は述べています。「それは、世界中のロータ
リー会員の直後に、フィリピンの人々が直面してい
る生命を脅かす状況に非常に有意義な方法で応答す
る機会を与えてくれます。 “

ほぼ 100 年間、フィリピンのロータリー • クラブ
は、地域社会に前向きな変化を作成しています。最
初のフィリピンのロータリー • クラブは、1919 年
にマニラで形成された。今日では、フィリピン全体
で 800 以上のロータリー • クラブは、会員の自宅で、
世界中の違いを確認する機会を与える。

ポリオ撲滅ロータリーの活動、私たちの最優先事
項は、フィリピンで始まった。1979 年、ロータリー
は、経口ポリオワクチンを持つ 6 万人の子どもの予
防接種に資金を供給した。大部分はそこに成功を受
け、世界保健総会は、ロータリーが先頭に立っパー
トナーである世界ポリオ撲滅推進計画を承認した。

フィリピンのロータリー • クラブがしている  、
水と衛生を改善し、医療や歯科のミッションを率い
て、識字プログラムを作成し、森林再生の作付けに
参加しました。7.1 の地震が 9 月にフィリピン中部
を襲った際に、クラブが必要としている人々への援
助を持っていた。
「クラブは世界の隅々に存在しているため、大規

模な災害が打つときの回転体は、多くの場合、第一
応答者および rebuilders 両方です」とバートン氏
は述べています。「私たちは、ロータリー •クラブは、
我々は地域社会の一部であるため、国際救援機関が
行っているずっと後に復旧作業を続行します。 “

最も被害を受けた区域をカバーしてロータリー地
区 3860、、のクラブは、被害者のための救済基金を
作成しました。詳細については、ﾛｰﾀﾘｰ Web をご参
照ください

ニコニコＢＯＸ	 31,000 円

累　　計	 747,265 円

＊靏岡秀郎会員

久し振りに来ました。本当に寒くなりました。

＊服部浩美会員

昨日は「職業奉仕セミナー」出席してきました。

ロータリークラブの哲学を教わってきました。

日々の活動の中で実現していきたいと思います。

＊加藤利雄会員

家内の誕生祝を有難うございました。

＊長久保スミ子会員

本間さん、先日は初音でお世話になりました。

＊須山佐一会員

家内が謝恩セールの抽選でニューカレドニア、ペ

アで招待に当たってしまいました。一緒に行くこ

とになりましたが、天国に一番近い島なのだそう

で帰れるか心配です。

「第４回日台ロータリー親善会議ご案内」

互いの親善と相互理解を深め、両国の発展と世界

平和に貢献することを目的に 2007 年に「日台ロー

タリー親善会議」が発足し、この度、第 4 回会議の

開催が決定いたしましたので、ご案内申し上げます。

当初、2014 年 3 月開催予定でしたが、台湾側の事

情により予定を前倒ししたため、開催日が迫っての

ご案内となりました。

記

日　時：2014 年 1 月 26 日（日）14：00 ～ 20：30

会　場：台湾（台北）圓山大飯店　12 階

 〒 10461 台北市中山区中山北路四段一号

 　TEL+886-2-2886-8888

登録料：会員 15,000 円／家族 10,000 円

登録期限：第 1次締切 2013 年 12 月 27 日（金）

	 　変更等最終締切 2014 年 1 月 20 日（月）

※ ツアー案内もございます。クラブ事務局へお問

い合わせください。尚、ツアー申込期限：2013

年 12 月 6 日（金）となります。

東京後楽 RC　長與様が来会され、東京ドームホテル
で行われる復興支援イベントをご紹介されました


