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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 24日）

紙芝居「夏目漱石物語」

宮澤　陽子　様
NPO法人　漱石山房

理事

紹介者　加藤利雄会員

9 月 10 日　第 1105 回例会報告

会長報告

1．心の東京革命推進協議会より、団体名称の改称

のお知らせをいただきました。

新たな名称は「こころの東京革命協会」とな

ります。行動プランの冊子をいただきましたので、

回覧いたします。

また、「ジュニアサッカーフェスティバル」のパ

ンフレットもあわせて回覧いたします。

幹事報告

1．ポリオプラスへの寄付のお願いがありました。

欧米では、特定の目的をもちマラソンや自転車

レースなどの過酷なレースに挑戦し、応援してく

れる人たちから支援金を集めるという募金活動が

盛んに行われています。 

11 月 22 日には、アリゾナ州で開かれる自転車

レースジョン・ヒューコ事務総長が参加されます。

是非、応援をお願いしますとの事です。

ロータリー財団に寄付をする際「ポリオに寄付」

といっていただければ、ポリオプラスへの寄付と

して送金いたしますので、ご検討下さい。

2．那覇西ロータリークラブより「第 3 回珊瑚植え

付けプロジェクト」のご案内をいただきました。

詳細は、各テーブルに配布しました。

賛同される場合は、直接 那覇西ロータリークラ

ブへご連絡下さい。

また、東京東江戸川ロータリークラブから「ポ

リオのない世界を」公開講座＆ポリオに寄付に関

する活動のご案内がありました。

日時：11 月 29 日（土）8：00 ～ 16：00

場所：愛国学園記念講堂並びに JR 小岩駅前



ニコニコＢＯＸ 25,000 円

累　　計 304,000 円

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 27 日修正後出席率：89.58％ 

ヴィジター：0名

ニコニコＢＯＸ

＊柴山修一会員

鷹の台のキャプテン杯で 16 名選抜に残りました。

痛風のおかげでハンディキャップが 15 になって

いたものですから。1 回戦からマッチプレイで楽

しみです。

＊深澤壽一会員

本日は妻の誕生日です。美しい花をありがとう。

本郷ロータリーの所轄の本富士警察署が警視庁創

立 140 年　第 90 回剣道大会で優勝しました。又、

今月 9月 21日～ 9月 30日まで秋の安全運動です。

死亡事故０でいきましょう。

＊鈴木嘉男会員

誕生日をお祝いいただき、ありがとうございます。

＊清水卓治会員

本日病院のため、早退おゆるし下さい。

＊木村敬道会員

テニスの錦織君頑張りましたね。来年は優勝を。

＊松下和正会員

早退します。すいません。

＊星野大記会員

市原 CC にて、初めて念願の社内ゴルフコンペを

開催しました。そして、42 ＋ 52 ＝ 94 のベストス

コア、初の 100 切りを達成できました！　今年目

標の 90 切り目指して、あと 4ヵ月頑張ります。

9・10 月分　他クラブ情報
―休会―

9 月 11 日（木） 東京ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ RC

22 日（月） 東京池袋西 RC、東京上野 RC

24 日（水） 東京浅草中央 RC

30 日（火） 東京後楽 RC

10 月 6 日（月） 東京浅草 RC

8 日（水） 東京葛飾東 RC

10 日（金） 東京板橋ｾﾝﾄﾗﾙ RC、東京東 RC

15 日（水） 東京豊島東 RC

16 日（木） 東京江戸川中央 RC

29 日（水） 東京ワセダ RC

30 日（木） 東京池袋 RC

―夜間例会に変更―

 9 月 17 日（水） 東京浅草中央 RC

24 日（水） 東京ワセダ RC（20 周年記念例会）

29 日（月） 東京上野 RC

10 月 24 日（金）　 東京東 RC

30 日（木） 東京ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ RC

31 日（金） 東京越川 RC

 　（後楽 RC との合同夜間例会）

31 日（金）　 東京板橋ｾﾝﾄﾗﾙ RC（移動例会）

―振替 ･移動例会に変更―

 9 月 10 日（水） 東京豊島東 RC（親睦移動例会）

16 日（火） 東京ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ RC

 　（9/12 城北 RC との合同例会）

10 月 20 日（月） 東京池袋西 RC（親睦旅行）

21 日（火） 東京板橋 RC

 　（10/18 区民祭りに移動例会）

23 日（木） 東京ベイ RC

 　（10/21 江東 RC との合同例会）

28 日（火） 東京後楽 RC

 　（10/31小石川RCとの合同例会）

以上

こちらも各テーブルにご案内を配布いたしまし

たので、参加希望の場合は、クラブ事務局へご連

絡下さい。

3．地区ローターアクト主催の「新人研修スポーツ

大会」のご案内いたします。

日時：2014 年 10 月 25 日（土）13:30 ～

会場：東久留米市わくわく健康プラザ　体育室

ロータリアンと一緒に楽しく汗を流して、親睦

を深められるよう現在企画中との事です。詳細は

クラブ事務局へお問い合わせ下さい。

4．親睦旅行の請求書を出席者のメールボックスへ

配布いたしました。ご確認をお願いいたします。

また、未収金の再請求もさせていただきました。

内容をご確認いただき、お早めに手配をお願い

いたします。

5．13：00 より「第 2 回　東京ドーム少年野球大会

を終えて」をテーマにクラブフォーラムを行いま

す。今後につながる、忌憚ない意見をお願いいた

します。

本日の例会にて、

ロータリー財団寄付 0 名 0 円
米山特別寄付 2 名 20,000 円

のご寄付をいただきました。
ありがとうございました。


