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「セカンド・イニシエーション・スピーチ 」

本間　正巳会員
小林　佳俊会員

＊12月 24日は休会です。
　新年初例会は2015年 1月 7日となります。

本日の卓話

卓 話

卓話をされる柴山知也様

次回の例会（12月 17日）

「津波・高潮などの沿岸域の
災害とその減災」

柴山　知也　様

早稲田大学理工学術院　教授
早大・東日本大震災復興研究拠点・複合災害研究所長

紹介者　柴山修一会員
「内容を録音したデータが事務局にあります」

忘年家族会
例会：18：45 ～　忘年家族会 19：00 ～
於　：ホテルメトロポリタンエドモント　
　　　　　　　　　　　　　　　2F 万里

理事会報告

1．忘年家族会について

棟田親睦活動委員長から、経過報告がなされた。

12 月 3 日　第 1117 回例会報告
昨年好評だった「オークション」を今年も行

う。引き続き景品の贈呈をお願いしたい。

2．第 3回クラブ協議会について（2015 年 1 月 14 日）

テーマは、「中間報告と今後の活動」。委員長

欠席の場合は、担当理事もしくは副委員長が代

理発表するよう連絡の徹底をお願いしたい。

3．新世代会議

栗原青少年奉仕委員長が経過報告。2015 年 5

月 16 日に、文京シビックセンターにて開催され

る旨の説明があった。

4．2015 年夏来日予定　青少年交換学生受入れ依頼

クラブとしては受入れを決定。ホストファ

ミリーに支給する補助金額、ホストファミリー

の募集等の具体については被選理事会で討議し、

その後ＲＩに受け入れを回答する。

5．「ジャパン・ロータリーデーⅡ in 東京」

ロータリーデー映像紹介の予備登録書

「第 2 回東京ドーム少年野球大会」が地区から

推薦を受け、現在選考段階。選考の暁には、5 分

程度の説明音声付き紹介映像を提出する必要有

り。映像の制作を、棟田会員（東京ケーブルネッ

トワーク株式会社）にお願いする事になり、棟

田会員にお引き受けいただく。

6．ａ．プラン・ジャパンからの支援依頼の件

興味・関心ある会員が、個人で支援をする

事に決定。クラブとしての支援は行わない。

ｂ．次年度地区青少年奉仕委員会

　　委員長　松下和正会員就任の件



ニコニコＢＯＸ

＊松岡　浩会員

ロシアの歌を聞いてきました。

＊林　一好会員

ＳＡＡの皆様昨夜はありがとうございました。

＊加藤利雄会員

地区懇親ゴルフ会で、当クラブは５位、私個人は

10 位に入賞。

＊靍岡秀郎会員

本日 12 月 3 日誕生日を迎えました。お祝いあり

がとうございます。

＊本郷　滋会員

昨日の郷友会にて、スタートで８打たたき、２ホー

ル目で小出さんが８打たたき。鈴木さんがダボた

たきで、皆のスコア―が同程度で終わり、ロータ

リーの友情を感じました。

＊鈴木嘉男会員

昨日郷友会に参加しました。加藤さん、清水さん

のバイタリティには改めて敬意を表します。

＊小野澤亮介会員

誕生日のお祝いありがとうございました。一日一

日を大切に生きていきます。靍岡さん、山路さん

誕生日おめでとうございます。

＊服部浩美会員

ＳＡＡガンバリま～す！　皆さんニコニコよろし

く !!

出 席

会員数：52名　欠席出席免除者：5名　出席数：41名

欠席数：6名　出席率：87.23％

11 月 19 日修正後出席率：77.08％

クラブゲスト：柴山知也様（卓話講師）

鈴木　風さん（青少年交換留学生） 

会長報告

1．鈴木孝雄ガバナーより、ガバナーノミニーデジ

グネート（2017-2018 年度当地区ガバナー）の候

補者に東京新都心ロータリークラブ会員　吉田雅

俊氏を指名いたしましたと連絡がありました。

一定期間内に対抗候補者の提出が無い限り、指

名委員会の指名通りに確定することとなります。

2．11 月 25 日に行われました「北分区　合同例会・

IM」参加について、藤田ガバナー補佐 並びに ホ

ストクラブ：東京板橋ロータリークラブからお礼

状が届きましたので、ご報告いたします。

年次総会

12 月 3 日　年次総会

クラブ細則第 5 条第１節に定める年次総会をただ
いまより開催致します。

次年度理事・役員について会員各位へ公示し、締
切期日までに、他に会員からの推薦者はありません
でした。

その結果、当クラブ役員選出内規　第 3 条　選挙
［総会において会長、副会長、幹事及び会計の候補
者が各々１名である場合、及び理事候補者の人数が、
細則第 2 条に定めた理事定員（６名）と同数の場合
には、総会で指名された各役員候補者を当選者と
し、選挙は行わない］により、先に指名した 10 名を、
次年度理事・役員に決定致します。

次年度役員・理事

会　長 河合  洋　会員　　　
会長ｴﾚｸﾄ 小野澤亮介　会員
副会長 本郷　滋　会員
直前会長 柴山修一　会員
幹　事 櫟本健夫　会員
会　計 澤部利藏　会員　　
理　事 伊藤　守　会員　大住省一　会員
  加藤利雄　会員　小出　豊　会員
  服部浩美　会員　松下和正　会員
　
以上の皆様が次年度の運営を担う方々です。よろ

しくお願い致します。ご着席下さい。
これをもちまして、本年度の年次総会を終了致し

ます。
ご協力ありがとうございました。

以上

幹事報告

1．2014 年 12 月のロータリーレートは 1 ドル＝ 112

円となります。

2．「コーディネーター・ニュース 11 月・12 月号」「こ

ころの東京革命会報」「舛添知事と語ろう！ in 荒

川」と各種ご案内を各テーブルに配布いたしまし

たのでご覧下さい。

また、東京都より薬物乱用防止ポスターの選考

結果と作品展についてのご案内がありました。

こちらの資料は回覧いたします。

3．RYLA（ライラ／ロータリー青少年指導者養成プ

ログラム）のご案内が届きました。

RYLA とは、若者のためのリーダーシップ養成プ

ログラムです。

当地区では、実施していませんが全国的な研究

会が開催されるとの案内が届きました。

日　時：2015 年 3 月 22 日　10：00 ～

場　所：国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年総合センター

詳細は事務局にありますので、お問い合わせ下

さい。

4．第 2680 地区〔兵庫〕主催「全国青少年交換シン

ポジウム」の案内が届きましたので、お知らせい

たします。

どなたでも参加可能です。資料を回覧いたしま

すのでご検討下さい。

5.2015 年 1 月 14 日開催　第 3 回クラブ協議会のご

案内を理事 ･委員長各位へ配布いたしました。

お忙しいとは存じますが、ご出席をお願いいた

します。



ニコニコＢＯＸ 47,000 円

累　　計 600,400 円

本日の例会にて、

ロータリー財団寄付 2 名 33,600 円
米山特別寄付 3 名 25,000 円

のご寄付をいただきました。
ありがとうございました。

＊小出　豊会員

12 月 2 日郷友会に参加しました。強風の中、スコ

アは悪かったのですが、ラッキーセブン賞をいた

だきました。

＊櫟本健夫会員（郷友会幹事として）

11 月 20 日 2580 地区ゴルフ決勝大会は、選手の頑

張りでみごと第５位に入られました。鈴木さん、

加藤さん、小出さん、靍岡さん、星野さん、小野

澤さんお疲れ様でした。また、12 月 12 日の昨日、

行われた第２回郷友会ゴルフコンペでは、優勝は

櫟本、準優勝は渡辺さん、第３位は廣瀬さんとい

う結果でした。少々風が冷たかったですが、好天

に恵まれ、とても楽しいゴルフでした。

＊河合　洋会員

結婚記念日祝、ありがとうございました。

＊澤部利蔵会員

大住さん、靍岡さん、山路さん、小野澤さん、お

誕生日おめでとうございます。

＊渡辺新吉会員

昨日の郷友会コンペ、大幹事と回り、ひっぱられ

て準優勝できました。次回は優勝者をやっつけま

す。

＊山路敏之会員

56 歳の誕生日を迎えることができました。靍岡さ

んと小野澤さんと同じ誕生日で光栄です。高倉健

と菅原文太を足して二で割った様な男を目指して

頑張ります。

＊新里時夫会員

10 周年のインドネシア学校寄贈でお世話になっ

た、故杉田氏の奥様にお会いしました。皆様によ

ろしくとの事でした。本間さんお世話になりまし

た。

＊大住省一会員

お誕生日お祝い有難うございます。65 歳になりま

した。

「第 2班　家庭集会報告」

　　第 2班リーダー　魚崎亮一

 

平成 26 年 11 月 12 日　18 時 30 分より神楽坂しゃ

ぶ禅にて、第 2 班の家庭集会を開催しました。出席

者は大住副会長をまじえ 5 名でした。（中川、松下、

栗原、魚崎各会員）少人数でもあり、酒を交わしな

がら、じっくり、たっぷり笑顔の語り合いが持てま

した。会場を手配していただいた栗原さんに感謝！

＜第2回郷友会ゴルフコンペ＞

「世界ポリオデーのライブストリーミング
イベントが大成功」

ロータリー・ニュース：2014 年 11月 14日 

世界ポリオデー（10 月 24 日）に行われたロータ

リーのライブストリーミング（インターネットでの

動画配信）イベントは、世界 24 カ国、23,000 人が

視聴し、大成功を収めました。

このイベントでは、米国疾病対策センター（CDC）

のジェームズ・アレクサンダー氏をはじめとする専

門家がポリオ撲滅の最新情報を発表。ロータリーは、

ポリオ撲滅のためのボランティアやアドボカシー活

動を行うほかにも、1979 年以来、12 億ドル以上の

資金を投じていますが、今年の世界ポリオデーには

アフリカ、アジア、中東での活動資金として新たに

4,470 万ドルを提供することを発表しました。

イベントではプレゼンテーションに加えて、レ

ゲエ歌手のジギー・マーリー（Ziggy Marley）さん

やアメリカで人気の音楽オーディション番組「The 

Voice」で2013年に優勝したテッサン・チン（Tessanne 

Chin）さんによるパフォーマンスもあり、大盛況と

なりました。


