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クラブ・フォーラム
テーマ「第 2回東京ドーム
　　　　少年野球大会を終えて」

ビュッフェ例会
－会員懇談－

本日の卓話 次回の例会（9月 10日）

「まぐろにかける想い」

木村　清　様
㈱喜代村
代表取締役

紹介者　栗原　浩之会員

8 月 23 日　第 1103 回例会報告

幹事報告

1．9 月のロータリーレートは 1 ドル＝ 102 円とな

ります。

2．米山梅吉記念館より「館報」並びに「秋季例祭

のご案内」をいただきました。

秋季例会に参加ご希望の方は回覧いたします申

込用紙に必要事項をご記入下さい。

3．地区社会奉仕委員会より、10 月 10 日（金）～

12 日（日）の日程で「東北地区被災地視察計画」

のご案内がありました。

詳細は、各テーブルに配布しましたので、ご覧

下さい。参加ご希望の方は、クラブ事務局へお申

し出下さい。締切は 9月 3日（水）となります。

4．青少年交換学生の帰国報告会及び来日学生との

歓迎会のご案内をいただきました。

日　時：9月 28 日　15：00 ～ 20：00

会　場：国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年総合ｾﾝﾀｰ

当クラブは 2015 年派遣予定の鈴木　風さんを

受け入れることになりましたので、関心のある方

はクラブ事務局までお問い合わせ下さい。

5．各テーブルにも配布いたしましたが、東京小石

会長報告

1．8 月 23 日に開催された「第 2 回　東京ドーム少

年野球大会」は会員各位のご協力をいただき、成

功裡に終了できましたことを御礼申し上げます。

実行委員会の皆様におかれましては、連日打合

せに集まられた方々との連絡や確認で気の抜けな

い日々だったと思います。改めまして、心より感

謝申し上げます。ありがとうございました。

さて、試合当日に「相馬東部スポーツ少年団野

球部」より、お土産をいただきました。

各テーブル中央に置かせていただきましたので、

ご賞味下さい。

2．さて、悲しいお知らせが２件ございます。

那覇西ロータリークラブ　松島寛容パストガバ

ナーが 8 月 12 日にご逝去されました。告別式は 8

月 16 日に執り行われました。

こちらは既にご連絡済みですが、元会員　神谷

建次様が 8月 18 日　ご逝去されました。

御通夜は 8 月 22 日、ご葬儀　8 月 23 日に執り

行われました。ちょうど、野球大会の最中でした

ので、御通夜、葬儀に行くことができなかった方

も多いと思います。

心よりご冥福をお祈りいたします。

3．2013-2014 年度の区会計決算の監査が終了され

決算報告書が届きましたので、ご報告いたします。

4．ロータリー文庫運営委員会　藤林委員長より、

資料目録をいただきました。

ロータリー文庫にある資料がわかりやすく掲載

されています。回覧いたしますので、必要な資料

があるましたら、ご活用下さい。



ニコニコＢＯＸ

＊加藤利雄会員

東京ドーム野球大会の成功を祝し。実行委員会の

皆様ご苦労様でした。

＊大住省一会員

本日は、洋菓子工業会の会合に出ますので早退致

します。

＊鈴木嘉男会員

東京ドーム少年野球大会、大過なく終り何よりで

す。山路実行委員長、松岡実行幹事お疲れ様でし

た。

＊小野澤亮介会員

家内の誕生日祝いに黄色と赤色のバラを贈って頂

きありがとうございました。おまけのバラは私の

机に飾っています。

＊長久保スミ子会員

今日はベルギーから東京へいらした、ディオン・

ノエミさんと参加しました。

ニコニコＢＯＸ 18,000 円

累　　計 244,000 円

「第２回東京ドーム少年野球大会は
コミュニティチャンネル地デジ 10ch・11ch

で放送されます！」

◆ 8月 27 日（水）～ 29 日（金）「たば☆さと GO ！」

地デジ 11ch　11：00 ～　14：00 ～　17：00 ～

地デジ 10ch ＜あらぶんちょ 10 チャンネル＞

13：00 ～　19：30 ～　22：00 ～

◆ 9月 24 日（水）～ 30 日（火）

地デジ 10ch ＜あらぶんちょ 10 チャンネル＞

18：00 ～ 20：00

本日の例会にて、

ロータリー財団寄付 2 名 13,800 円
米山特別寄付 4 名 40,000 円

のご寄付をいただきました。
ありがとうございした。

「ホァン会長、会員130万人を目標に」

ロータリー・ニュース：2014 年 8月 1日 

1976 年にロータリーに入会したゲイリー C.K. 
ホァン会長。当時は自分が国際ロータリーの会長に
なろうとは夢にも思っていなかったと言います。そ
んなホァン氏ですが、現在は本年度の会長に就任し、
会員 130 万人を達成したいと抱負を語ります。
「会員が増えるほど、私たちが支援できる人の数

も増えます。強固な会員基盤を築けば、それだけ豊
かな地域社会づくりが実現されます」

ロータリーを知ってもらうために
本年度のテーマを「ロータリーに輝きを」とす

るホァン会長は、ロータリーの公共イメージがもっ
と明るく前向きなものとなれば、自ずと会員も増え、
ロータリーで長期的に活動する会員も増えると考え
ています。

ホァン会長が、台湾、香港、マカオを含む地区で
ガバナーを務めた際は、19 の新クラブを誕生させ、
アジア地域の会員増強に貢献しました。今年は、ク
ラブや地区に「ロータリーデー」の実施を呼びかけ
ています 。「ロータリーデー」は、ロータリーの活
動を紹介する 1 日 のイベントで、世界でもトップ
クラスの奉仕団体であるロータリーについてもっと
よく知ってもらうことを目的としています 。
「私たちが地域のためにどんな活動をしているか

知ってもらうのがロータリーデーのねらいです。友
人、家族、近所の人も誘って幅広い参加者を集め、
楽しいひとときを過ごしながら、イベントが終わる
頃には皆がロータリーに入りたいと思うようなプロ
グラムにします。地元の人に社会貢献の現場を経験
してもらうチャンスになります」

会長は、できる限り多くの地域を訪問できるよう
スケジュールを組み、所属クラブのある台北市をは
じめ、アルゼンチン、チリ、フランス、インド、イ
タリア、韓国、マレーシア、フィリピン、米国など
30 以上のロータリーデーを訪れる予定です。

全文は https://www.rotary.org/ をご覧下さい。

出 席

会員数：52名　欠席出席免除者：4名　出席数：35名

欠席数：13 名　出席率：72.92％

8 月 6 日修正後出席率：89.36％ 

クラブゲスト：ディオン・ノエミ

 　　　　　（元青少年交換留学生）

川ロータリークラブより 9 月 26 日（金）開催の

特別例会のご案内をいただきました。

当日は、ジャーナリスト　櫻井よし子氏を講師

に招かれ、時間を延長して卓話をされるそうです。

参加ご希望の方は、パンフレットの申込書にて直

接、東京小石川ロータリークラブへお申込みいた

だくか、クラブ事務局へご連絡下さい。

6．「第 2 回　東京ドーム少年野球大会」の放映予定

を東京ケーブルネットワークよりいただきました

ので、本日メール配信いたしました。

7．地区国際奉仕委員長より、「国際大会ロータリー

年次大会について」の DVD をいただきましたので、

ビュッフェ例会の際に放映いたします。

開催日は、来年 2015 年 6 月 6 日～ 9 日です。

参加をご検討下さい。

元青少年交換留学生　ノエミさん（右）
＜来日中に例会に来てくださいました。＞


