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ミニ・フォーラム
テーマ
　「東京ドーム少年野球大会について」

本 日 の 卓 話 次回の卓話 （6 月 18 日）

「最新の白内障手術について」 「棋士の習慣と思考法」

國富　由紀子　様 矢内　理絵子　様
三井記念病院　眼科科長 日本将棋連盟女流棋士

会長・女流五段
紹介者　小出　豊会員 紹介者　渡辺新吉会員

6 月 4 日　第 1092 回例会報告

会長報告

1．ご紹介いたしました本日のゲスト　次年度ガバ

ナー補佐　藤田様、分区幹事　星亀様にご挨拶を

いただきたいと思います。

2．今週の 6 月 8 日（日）は白山神社でのあじさい

まつりバザーが行われます。

会員各位のご協力により、たくさんの寄贈品が

集まりました。感謝申し上げます。

今の予報ですと当日の天気が心配ですが、既に

事務局へバザーの問い合わせも入っておりますの

で、お客さんの期待度も高まっているのではと思

います。お時間のある方は、当日のご協力をお願

いいたします。

次年度北分区ガバナー補佐　藤田様、
次年度分区幹事　星亀様のご挨拶

幹事報告

1．会長からもお話しがありましたが、6月 8日（日）

はあじさいまつりバザーが白山神社にて行われま

す。9時に白山神社　社務所へお集まり下さい。

完売目指して、がんばりたいと思います。

2．次年度委員会構成　副委員長並びに委員の任命

書をメールボックスに配布いたしました。

ご確認いただき、次年度委員会活動にご協力を

お願いいたします。



ニコニコＢＯＸ	 54,000 円

累　　計	 1,677,885 円

「シドニー国際大会　次年度への希望とともに終了」

ロータリー・ニュース：2014 年 6月 4日

「最終的に重要なのは、ロータリーがあってこそ
世界をより良い場所へと変えていけるということ」
6月 4日、シドニー国際大会が最終日を迎え、153
カ国から集まった 18,000 人のロータリアンを前に、
ロン・バートン RI 会長は閉会本会議でこのように
述べました。本会議場を埋め尽くしたロータリアン
に対し、会長はこう続けました。「自分が何かを達
成したり、自分の仕事のためだけにロータリアンで
あるわけではありません。ロータリアンであるとい
うことは、誰かに助けの手を差し伸べるということ
なのです。ともに大きな夢を抱き、それを達成でき
るのがロータリーです。その場しのぎではない、末
永い変化を地域社会にもたらすことができます」ク
ラブに戻って、地域社会のために活動してほしいと
呼びかけたバートン会長。また、水や保健、識字率
や母子の健康、ポリオの撲滅など、さまざまな活動
を実施しても、それで満足してしまったら、ロータ
リーはそこで歩みを止めてしまうと述べました。「単
に例会に出席して、必要最低限のことだけをするだ
けでは十分ではないのです。毎日、ロータリアンと
しての責任を意識する必要があります」

「ホァン会長エレクトの目標」
閉会本会議では、ロータリー伝統の次年度への引

継ぎを示す、会長所属クラブによるバナー交換も行
われました。 7 月 1 日に会長に就任するゲイリー 
C. K. ホァン会長エレクトは、次年度の目標の一つ
に、会員 130 万人の達成を挙げました。母国台湾で、
会員数わずか 6名だったクラブが、配偶者の入会を
促したことで、3年間で 29 名にまで会員数を増やし
たストーリーを紹介したホァン会長エレクト。会員
増強と維持をはかることで、ロータリーが目標を達
成できるとし、昨年 7月に会員となった妻のコリー
ナさんの入会経緯を交えながら、次のように述べ
ました。「皆さんに覚えておいていただきたいこと
は、会員増強はそれほど難しくはないということで
す。妻のコリーナは、ロータリーと相性がぴったり
でした。活動を心から楽しんでいる姿を見て、3人
の子どもたちもロータリーに入会しました。ロータ
リーと共に成長してきた子どもたちなので、特に説
得する必要もなく、ごく自然に入会してくれました」
ホァン会長エレクトはさらに、2014-15 年度のテー
マ「ロータリーに輝きを」の下に、地元で「ロータ
リーデー」を開催するようロータリアンに呼びかけ

ニコニコＢＯＸ

＊次年度ガバナー補佐　藤田皓一様

　次年度分区幹事　　　星亀賢一様

宜しくお願いします。

＊本間正巳会員

梅雨入りも時間の問題です。体調に十分注意しま

しょう。

＊本郷　滋会員

無事、シドニーから帰って来ました。加藤さん、

小出さん、杉崎さん、ありがとうございました。

国際奉仕委員長を無事終わります。帰りの日付を

まちがえて昨日帰って来ました。だから、今日は

参加できます。

＊杉崎眞弥会員

中古の物をバザーに出し申し訳ございません。今

後は 100 均の新品を出す様心がけます。

＊小勝善一郎会員

93 歳の誕生日を迎えます。今後とも元気でがん

ばっていきます。よろしくお願いします。

＊加藤利雄会員

シドニー国際大会から、無事帰国。同行した小出

さん、杉崎さん、本郷さん、お世話になり有難う

ございました。来年はサンパウロ、大勢で参加し

ましょう。

＊林　一好会員

結婚記念のお祝いありがとうございます。

＊栗原浩之会員

結婚記念日のお祝いありがとうございます。

＊粂田孝之会員

諸事感謝。

＊山路敏之会員

6 月 2 日、29 回目の結婚記念日でした。当日は

まぁまぁ有名なフレンチレストランに行きました

が、これで１年間許してもらえるならありがたい

です。

＊星野大記会員

先日、初めて乗馬をしました。サラブレッドは疲

れてましたが、私は気持ちよかったです。

＊辻野泰介会員

自分とワイフの誕生祝有難うございます。お互い、

信頼と尊敬し合ってこれからを楽しんでいきたい

と思います。

＊服部浩美会員

ミニ・フォーラムをよろしく !!

出 席

会員数：55名　欠席出席免除者：7名　出席数：42名

欠席数：6名　出席率：87.50％

5 月 21 日修正後出席率：89.58％

クラブゲスト：藤田皓一様（次年度ガバナー補佐）

星亀賢一様（次年度分区幹事）

小勝善一郎会員（左）
93歳のお誕生日おめでとうございます！



「第５班家庭集会　報告」

日　時：平成 26 年 5 月 27 日（火）
　　　　　　　　18 時～ 20 時 30 分
会　場：東京ドームシティ内「後楽園飯店」
参加者：６名（敬称略）
　　　　棟田（リーダー）、木村（サブリーダー）
　　　　大住、靏岡、林、小林
テーマ：「今期の活動を振り返って」について

リーダーから会長、幹事へのお誘いが遅れ
たため、6名での家庭集会となりました。
会場が東京ドームシティ内であったため、

今期のプロ野球とプロゴルフツアーの話か
ら、和やかな雰囲気で始まりました。大住
会員の会社である上野風月堂の歴史と同じ
老舗ブランドでも違いがあるなど大変興味
深い話がありました。棟田会員から日本ハム
ファイターズの斉藤祐樹投手の復活を目指
した話や、木村会員から巨額の投資をした事
業の話など、話題に尽きない家庭集会となり
ました。今期の活動については、出席委員長
の小林会員、プログラム委員長の林会員、広
報委員長の棟田会員から報告がありました。
美味しい中華料理とお酒を楽しみながら、今
後の東京本郷ロータリークラブを考える良
い機会となりました。

という声も上がりました。閉会は加藤会員のいつも
の指締めで終え、記念撮影をして散会しました。ご
参加いただきました皆様、行き届かないリーダーで
したが最後までお付き合いいただき大変お疲れ様で
した。

「第１班　家庭集会報告」

第 1班サブリーダー　齋藤陽彦

平成 26 年 6 月 4 日、赤坂「松葉屋」において、
第１斑家庭集会が開催されました。リーダーの古関
さんのご配慮により、格別なお部屋で格別な料理と
格別なお酒を堪能しました。参加者は古関さん、井
田さん、近藤さん、柴山さん、服部さん、本郷さん、
そして齋藤の８名でした。近藤さんからは 88 歳の
現在なお、お元気な秘訣を伺い、服部会長はじめ参
加者からは、今期の活動の充実感が存分に語られま
した。柴山次期会長の中締めで来期への意欲を誓っ
た一夜でした。

「第４班家庭集会のご報告」

第４班リーダー　渡辺　新吉

6 月 5 日（木）曙橋の「魚亭かみや」において原
田サブリーダー、塙会員、加藤会員、新里会員、長
久保会員、小野澤会員、本間会員のほか、忙しい中、
服部会長と澤部幹事も駆けつけていただき総勢 10
名で和やかな中にも大変、賑やかに家庭集会を開催
しました。
今回のテーマである「今期を振り返って」につい

て参加者からひと言づつスピーチをいただきました
が、普段、聞くことができない所属委員会への要望
などが窺がえて大変、参考になりました。また現在
3 名しかいない女性会員を増やしていきたいという
声や会員増強は量よりも質だという声も上がり、本
郷ロータリークラブとしてのカルチャーとアイデン
ティテーを持つことがクラブの将来性に欠かせない

ました。地元の人びとにロータリーをもっと知って
もらうことを大きな目標としているロータリーデー。
ポリオ撲滅の支援活動、奉仕プロジェクト、祝賀行
事など、どのような形式であれ、家族や友人、一般
の人たちにロータリーに親しんでもらうことが重要
であるとし、「私たちが地元や海外で行っている活
動を知ってもらい、ロータリーが楽しく活動しなが
ら世界でよいことを行っている団体であることをア
ピールしてほしい」と述べました。

最後にホァン会長エレクトは、参加者に次の言葉
を残しました。「手を使って助け、知恵を絞ってニー
ズを見極め、心を込めて行動しましょう。心がなけ
れば、何をやっても意味がありません」


