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第４回　クラブフォーラム
テーマ「地区研修協議会について」

セカンド・イニシエーション・スピーチ 

栗原浩之会員
廣瀬英昭会員

北分区　合同例会
インターシティーミーティング

登録開始　11：00
会　　場　パレスホテル東京

＊11月 26日は、北分区合同例会ＩＭに
振替えている為、休会です。

本日の例会

卓 話

次回の例会（11月 25日）

「犯罪情勢について」

卓話をする栗原浩之会員

卓話をする廣瀬英昭会員

11 月 12 日　第 1114 回例会報告 会長報告

1．東京東久留米ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより、地区補助金プロジェ

クト「みんなの南沢水辺公園」の冊子を恵贈いた

だきました。

回覧いたしますので、ご覧下さい。

幹事報告

1．2015 年 6 月に開催されるサンパウロ国際大会の

割引料金が適用される第一回目の申込締切日は 12

月 15 日となります。お早目に参加のご検討をお願

いいたします。

2．地区ローターアクト委員長より、ローターアク

トクラブ例会参加のご案内がありました。

ローターアクトの例会はメークアップにもなり

ます。

例会スケジュールを回覧いたしますので、ご覧

下さい。

3．2015 年 2 月 16 日 ( 月 ) ～ 17 日（火）に開催さ

れる地区大会のご案内を配布いたしました。

多数のご参加をお願いいたします。

4．11 月 11 日 ( 火 ) 地区ロータリー財団セミナーが

開催され、柴山会長、河合会長ｴﾚｸﾄ、塙国際奉仕

委員長、幹事　松岡で出席いたしました。

5．来週 19 日の例会にて第 4 回クラブフォーラムを

開催します。

テーマは「地区研修協議会」です。

本郷 RC は 2015 年 4 月 8 日 ( 水 ) に開催される

地区研修協議会のホストとなっています。

会員各位のご協力をお願いいたします。



「ロータリー文庫からのお知らせとお願い」

現在ロータリー文庫では、皆さまのご利用の便

クラブフォーラム開催通知

来る 11 月 19 日 ( 水 ) 例会時、「地区研修協議会

について」をテーマに、第 4 回クラブフォーラムを

開催致します。

ロータリーへの理解をより深め、フォーラムを実

りあるものにしたいと思いますので、　忌憚のない

ご意見をお聞かせ下さい。

ご多忙とは存じますが、是非多数のご出席をお願

い申し上げます。

記

日　時 2014年 11月 19日（水）第1115回例会時

 例会開始 12：30

 フォーラム 13：00 ～ 14：00

場　所 例会場　3階「春琴の間」

テーマ 「地区研修協議会について」　　

以上

ニコニコＢＯＸ

＊深澤壽一会員

11/9　47 回目の結婚記念日を迎え、子供・孫に御

祝をいただき、互いに元気で生活します。

＊星野大記会員

先週、初めてのメーキャップしてきました。京都

ロータリーでしたが、90 年の歴史、200 名の迫力、

楽しんで参りました。

＊本間正巳会員

誕生日祝いありがとうございます。

「第１班・第６班　合同家庭集会報告」

　　　　　　　　　　第１班リーダー　小野澤亮介

　　　　　　　　　　第６班リーダー　櫟本健夫

 

平成 26 年 11 月 12 日　18 時半より　エドモント

平川で　第１班・６班合同で集いました。出席者14名。

今回のテーマは「所属委員会の今後の活動内容に

ついて（情報共有）」。例会場では普段あまり話をす

る機会がない会員同士がおいしい肴で酒を酌み交わ

し、お互いの職業、趣味、クラブ事業等々について

語り合いました。

好意と友情が深まり写真のとおり全員笑顔でした。

ニコニコＢＯＸ 12,000 円

累　　計 526,400 円

本日の例会にて、

ロータリー財団寄付 1 名 15,000 円
米山特別寄付 1 名 10,000 円

のご寄付をいただきました。
ありがとうございました。

出 席

会員数：52名　欠席出席免除者：5名　出席数：38名

欠席数：9名　出席率：80.85％

10 月 29 日修正後出席率：80.43％ 

ヴィジター：1名

渡辺新吉会員＜新潟南RCへメークアップをし、
バナーをいただきました＞

12 月分　他クラブ情報
―休会―
12 月 24 日（水） 東京王子 RC、東京豊島東 RC

25 日（木） 東京池袋 RC、東京ﾘｰﾊﾞｰｻｲﾄﾞ RC
26 日（金） 東京小石川 RC、東京板橋ｾﾝﾄﾗﾙ RC
29 日（月） 東京池袋西 RC、東京上野 RC
30 日（火） 東京北 RC、東京荒川 RC、
 東京板橋 RC
31 日（水） 東京王子 RC、東京豊島東 RC、
 東京浅草中央 RC

―夜間例会に変更―
12 月 16 日（火） 東京北 RC、東京荒川 RC、
 東京板橋 RC

17 日（水） 東京豊島東 RC、東京浅草中央 RC
18 日（木） 東京池袋 RC
19 日（金） 東京小石川 RC
22 日（月） 東京上野 RC

―振替 ･移動例会に変更―
12月 8日（月） 東京上野RC
 　（11/25北分区合同例会に振替）

9日（火） 東京後楽RC（12/13 ｺﾝｻｰﾄに振替）
29日（月） 東京浅草RC
 　（12/19夜間家族会に振替）

以上


