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6 月 25 日　第 1095 回例会 2014 年 6 月 25 日発行（No.1051）

点鐘：18：30 ～
会場：ホテルメトロポリタンエドモント
　　　　　　　　　2F　「万里の間」

新旧会長挨拶 

服部　浩美 直前会長

柴山　修一 新会長

最終夜間例会

本 日 の 例 会

卓 話

次回の卓話 （7 月 2 日）

「棋士の習慣と思考法」

矢内　理絵子　様
日本将棋連盟女流棋士会

会長・女流五段

紹介者　渡辺新吉会員

6 月 18 日　第 1094 回例会報告

「内容を録音したデータが事務局にあります」

理事会報告

1．会員身分について

・唐木千暁会員の出席免除規定の適用について当

会員より、クラブ定款第９条第３節 (b) に定め

る出席規定の免除条項の適用願いが提出された。

卓話をされる矢内理絵子様

これについては、要件を満たしているとして承

認された。

・加来勝正会員の退会申し出の件

当会員より、例会出席がままならぬ状態となっ

たので、退会したい旨の届けがなされた。当会

員の退会は承認された。

・新入会員の件

服部浩美会長より、これまでの経緯と議論すべ

き点について、整理並びに説明が詳細になされ、

討議を行い当氏の入会についての可否を採決す

ることになった。

尚、当日欠席の議決権を有する役員理事より可

否について書面での提出がある旨、澤部利藏幹

事より報告があった。また、これに先立ち新入

会員推薦人からの文書が披露された。

これらを経て、入会見送りとなった。

2．第３四半期決算について

第３四半期の決算書の提出を受け特別異議なく

承認された。尚、本決算終了後には星会計より会

員向けに報告をする予定であることを加えて報告

された。

3．6 月 18 日新旧クラブ協議会について

協議会ではあるが、例年通り今年度からの引継

申し送り事項を次年度へ各委員会より発表する形

式で行われることで承認された。

4．渡邉明会員分青少年交換留学生費 5,000 円の対

応について

請求をせず、貸し倒れ処理することで承認された。

5．親睦旅行の収支報告について

親睦委員会より収支報告の提示があり、予算内

で行われたとの報告があった。



ニコニコＢＯＸ	 55,000 円

累　　計	 1,755,885 円

ニコニコＢＯＸ

＊平野正俊様、内田　猛様（小石川 RC 会長・幹事）

一年間ありがとうございました。
＊遠藤和夫様 (富津シティ RC)
メトロポリタンエドモントに会議でいらしてお
り、当クラブの例会に気づかれ、ニコニコを頂戴
いたしました。感謝申し上げます。

＊大住省一会員
小生の長男、今月末に結婚する事に成りました。
何と私も来年早々にお爺ちゃんに成ります。スマ
ホの写真が愛犬から孫に変るのでしょうか、楽し
みです。

＊本間正巳会員
最終例会の段取りに入りました。いよいよラスト
ステージです。最後迄手抜きなしで頑張ります。

＊小出　豊会員
誕生日のお祝いありがとうございます。今月の 23
日で 63 歳になります。

＊塙　弘道会員
結婚記念日のお祝いありがとうございます。

＊服部浩美会員
今日は、新旧協議会よろしく！　本年は委員長は
じめ委員の方々お疲れ様でした。次年度の方々ま
たよろしく !!

＊長久保スミ子会員
先日の米山友の会御協力ありがとうございまし
た。

＊星野大記会員
先週ミャンマーはヤンゴンへ海外研修へ行って来
ました。停電、断水、スコールの排水不備。まだ
まだこれからの国ですが、人々の力強さを感じま
した。

＊棟田和博会員
家内と私の誕生日お祝いをダブルでいただきあり
がとうございました。今年もお金のかかるプレゼ
ントを普段の罪ほろぼしで家内に贈ります。

＊山路敏之会員
スペイン vs オランダ、日本 vs コートジボワール
を観て、昨日ブラジルから無事帰国しました。地
球の裏側は本当に遠かったです。

＊澤部利蔵会員
星野さん、先日はスタッフの方に大変お世話にな
り、ありがとうございました。

＊須山佐一会員
最終例会前です。一年間本当に御苦労様です。

出 席

会員数：53名　欠席出席免除者：5名　出席数：38名

欠席数：10 名　出席率：79.18％

6 月 4 日修正後出席率：91.67％

ヴィジター：2名

クラブゲスト：矢内理絵子様（卓話講師）

平野正俊様（東京小石川 RC 会長）

内田　猛様（東京小石川 RC 幹事）

幹事報告

1．昨日、メール配信をいたしましたが、奉仕プロジェ

クトの流れ（ライフサイクル）（第 5 回）：活動成

果の評価と広報が、来週 6 月 24 日 ( 火 ) 午前 9：

00-10：00　に実施されます。

参加方法は配信されたメールの添付ファイルを

ご参照下さい。

2．2 月に開催された地区大会の報告書が届きまし

た。出席いただいた方のメールボックスへ配布い

たしましたので、ご確認をお願いいたします。

3．6 月 25 日 ( 水 ) 早朝 5 時から文京シビックセン

ター　大ホールにて、今開催中の「サッカーワー

ルドカップ　ブラジル」日本 VS コロンビア戦の

パブリックビューイングが開催されます。入場は

無料です。

尚、シビックセンターの駐車場は使用できませ

ん。その他の注意事項はテーブルに配布しました

パンフレットをご覧下さい。

皆で集まり、日本を応援しましょう！！

4．6 月 17 日（火）次年度地区職業奉仕委員会が開

催され、地区委員の井田会員が出席されました。

また、明日 19 日（木）クラブ職業奉仕委員長

会が行われ、クラブ出席者として河合会員、地区

委員として井田会員が出席します。よろしくお願

いいたします。

5．本日のクラブ協議会は 2F「薫風」にて行います。

出席者は、例会終了後に移動をお願いいたします。

また、来週は最終夜間例会です。

点鐘：18：30　会場：2F「万里の間」で行いま

すので、ご留意下さい。

会長報告

1．本日は例会終了後に、年度最後のクラブ協議会

が開催されます。

現委員長から次年度委員長への引継ぎをお願い

いたします。

6．その他

a．次年度銀行口座代表者名変更について

現年度星会計から次年度澤部会計へ代表者

を変更する件につき承認された。

b．あじさい祭りバザー参加者のメークアップに

ついて

あじさい祭り参加者のメークアップについ

て承認された。

c．心の東京革命推進協議会平成 26 年度支援及び

会費納入について

平成 24 年度以降、支援継続及び会費納入は

否決されており、平成 26 年度も同様に会費納

入は行わないことになった。

d．米山友の会　ＯＢ会費の件

6 月 12 日に開催の米山友の会のＯＢ会費負

担について承認された。反対意見もあり次年

度以降には再度検討をした方が良いとの意見

もあった。



「白山神社　あじさい祭りバザーの報告」

社会奉仕委員長　齋藤陽彦

平成 26 年 6 月 16 日

去る 6 月 8 日日曜日、小雨まじりの梅雨空のな

か，白山神社あじさい祭りにバザーを出店すること

ができました。当日は秋本さん、伊藤さん、加藤さん、

河合さん、柴山さん、須山さん、長久保さん，新里

さん、棟田さん、魚崎さん、山路さん、米倉さんが

参加して下さいました。今年は「東京本郷ロータリー

クラブは震災復興を継続して支援しています」をメ

インテーマに掲げ、「希望の風奨学金」と「東京ドー

ム少年野球大会」の啓蒙をはかることを目標として

開催しました。

昨年野球大会に招待した４地域からは、準備不足

にも関わらずこのイベントに積極的な支援が得られ，

地域特産品や仮設住宅で縫製された日用品などを展

示完売することができました。もちろん、例年どお

り会員の皆様からご提供頂いた、酒類、日用品の

雨の中、たくさんのお客様がいらっしゃいました。

集合写真

他、一般には購入できないファン垂涎の品物などな

ど・・・相変わらずの売れ行きがみられました。ご

提供頂いた会員の皆さま、当日、震災復興支援を訴

えながら、販売にご協力頂いた会員の方々に厚く御

礼申し上げます。

反省点としてバザーの目的を明確にし、商品調達

の手段と販売方法について具体的な打ち合わせが不

足していた点が挙げられます、商品をご提供頂いた

会員の方にも、バザーにご参加頂いた会員の方にも、

この場をお借りしてお詫び申し上げます。次年度開

催に関しましては委員会内での審議を詰め、会員の

皆様に周知することが肝要と考えます。

「米山友の会	報告」

米山奨学委員長 長久保スミ子

平成 26 年 6 月 12 日（木）、メトロポリタンエド

モントホテル南国酒家にて久しぶりに米山友の会を

開催致しました。

参加メンバーは米山奨学生 OB の河在さん、朴さん、

金さん、呉さん、松田さん。

スペシャルゲストに河在さんの奥様のご両親も出

席されました。（松下さんのご令嬢の結婚式に参列）

クラブからは服部会長、加藤さん、須山さん、古関

さん、塙さん、小出さん、松下さん、本間さん、長

久保の計 16 名でした。

奨学生の近況報告、会員の皆さんの質問など楽し

く和気藹々のうちに時間が過ぎました。 

これからも河在さんを中心にこの会を長く続く会

にして行き、当日参加できなかった奨学生や会員の

方々に声を掛け、今後少しでも多くの方に参加頂け

るよう頑張っていこうと言うことで散会致しました。

以上


