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ビュッフェ例会
－会員懇談－

本日の例会

卓 話

次回の卓話（3月 4日）

「失敗の本質
人と企業はなぜ失敗するのか」

武藤　清顕　様
㈱ビスポーク・マネジメント

代表取締役社長

紹介者　小野澤　亮介会員

紹介者　深澤　壽一会員

理事会報告

1．忘年家族会　修正版　会計報告

忘年家族会の最終の会計報告があり、承認さ

れた。157,373 円の黒字である。

2．上野ＲＣとの合同例会（４月２７日）

今年度は上野ＲＣがホストなので、現在連絡

を待っている状況である旨の報告がなされた。

2月 4日　第 1124回例会報告

卓話をする秋本康彦会員

「ふるさと文京四方山話」

秋本　康彦　会員

3．こころの東京革命からの支援及び会費納入依頼

ついて

支援及び会費納入はしないという事で決議さ

れた。尚、本件に関して、当クラブは平成 24 年

度以降会費を納入していない。

4．第 3 回　東京ドーム少年野球大会　実行委員会

について

第１回被選理事会において、第３回東京ドー

ム少年野球大会の当初の委員を本郷会員、清水

会員、鈴木会員、秋本会員とし、委員長は委員

の中から選任する事が承認された事の報告。そ

して、その後、委員の中から小出会員が第３回

東京ドーム少年野球大会の実行委員長に選出さ

れ、ご本人も受諾されたという事の報告があった。

5．米山友の会　ＯＢの参加費用について（4 月 25

日（土））

支出するという事が承認された。

6．新旧クラブ協議会日程変更について（6月 17 日）

6月 10 日に変更する事が承認された。

7．青少年交換留学生費の請求について

会員数減少及び河合会長年度に交換留学生を

受け入れる可能性がある事に鑑み、毎年会員一

人あたり 5,000 円を請求させていただいている

本件に関連して、その金額を検討する事になっ

た。まずは、過去の収入支出の状況を確認する。

8．その他

a．2 月 6 日　職場体験発表会　メークアップ扱

いについて



ニコニコＢＯＸ	 19,000 円

累　　計	 778,400 円

ニコニコＢＯＸ

＊林　一好会員

清水さんチケットありがとうございました。今日

は早退をさせていただきます。

＊秋本康彦会員

本日卓話をさせて頂きます。

＊本郷　滋会員

今週、土曜日からバルセロナに社員旅行で行きま

す。5 日間だけなので、ほとんど飛行機の中です。

拉致されないように気を付けます。

＊塙　弘道会員

良い事がありました。

＊飯田美里会員

欠席して申し訳ありません。誕生日だからではな

いのですが出席しました。

メークアップ扱いにする事が承認された。

ｂ .事務局の勤務時間について

事務局より勤務時間変更の希望があり、

勤務時間を現行の 9：30 ～ 17：30 から 8：

30 ～ 16：30 に変更する事が承認された。１

年後に見直しをする。尚、当初 3 ヶ月間を

トライアル期間とし、業務遂行上支障が無

いかを検証する。4月2日から適用開始とする。

会長報告

1．東京ロータリークラブ会員　熊平様より、「抜粋

のつづり　その四十七」を恵贈いただきました。

メールボックスへ配布いたしましたので、ご確

認下さい。 

2．来週、2 月 17 日（火）地区大会が京王プラザホ

テルにて開催されます。

本郷 RC は、昨年度の功績として「地区内最高の

会員維持率」並びに「意義ある業績賞～テーマ：

新世代会議～」の表彰を受けると連絡がありました。

ぜひ、皆さんご出席をお願いいたします。

幹事報告

1．6 月に開催される「サンパウロ国際大会」にて日

本人親善朝食会が予定されておりましたが、サン

パウロは、当日市内は大変混雑するそうです。

市内のホテルからお集まりいただき、終了後、

大会会場へ移動するのに相当な渋滞に巻き込まれ

ることが予想され、混乱を招くことを避けるため

に、今年度はやむなく中止が決定された。と報告

がありました。

2．2015-2016年度のロータリー手帳の注文を承ります。

ロータリー年度 ･ 行事にあった内容で、関連資

料も盛り込まれています。

1 冊 648 円です。ご希望の方は、クラブ事務局

へご連絡下さい。

3．ローターアクト　第 46 回地区年次大会のご案内

が届きました。

ご案内状を回覧いたしますので、参加ご希望の

方は登録用紙にお名前をご記入下さい。

4．昨年「米山記念奨学会」並びに「ロータリー財団」

へ寄付をされた分の確定申告用領収書が届いてお

ります。

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。

5．会長からもお話しがありましたとおり、2 月 17

日は地区大会が開催されます。

また、来週は 2 月 11 日と 18 日は 2 週続けて休

会となり、次の例会は 2 月 25 日となりますので、

ご留意のほどお願いいたします。

出 席

会員数：51名　欠席出席免除者：5名　出席数：41名

欠席数：5名　出席率：89.13％

1 月 21日修正後出席率：75.00％ 

ヴィジター：2名

クラブゲスト：鈴木　風様（青少年交換留学生）

　「2015-2016年度
ロータリー手帳の申込について」　

2015-2016 年度　ロータリー手帳の注文を承りま

す。昨年と同じ形式（タテ 17.4cm ×ヨコ 8.5cm）で

ロータリー年度 ･ 行事に沿った内容となっておりま

す。ロータリー関連資料も盛り込まれ 1 冊＝ 600 円

（税別）です。ご希望の方は 2 月 25 日までにクラブ

事務局へご連絡下さい。

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	 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。

「文京区中学生職場体験発表会報告」

平成 27年 2月 6日

東京本郷ロータリークラブ　社会奉仕委員長　新里 時夫 

標記事業が平成 26年 2月 6日金曜日午後 2時から、

アカデミー茗台１階のレクリエーションホールにて

開催されました。この事業は文京区教育委員会が主

催、東京本郷ロータリークラブが共催として平成 18

年から継続されている事業です。報告会の当日は、

当クラブから柴山会長を始め 12 名の会員、また鈴

木ガバナーや茂木地区青少年奉仕委員長をはじめ他

クラブや地区からもロータリアンが参加して、中学

生、ご父兄、教職員の方々とともに熱気の有る報告



鈴木孝雄ガバナー

「地区内最高の会員維持率」並びに
　　　　　　「意義ある業績賞（2013-14 年度）」

の表彰を受ける柴山会長

13：50 来賓紹介
 参加クラブ紹介
 新世代参加者紹介
14：40 新世代の時間
 米山学友／ローターアクト／
 ローテックス／インターアクト
15：30 休　憩
16：00 記念講演
 「宇宙からの視点
 ～我々はなぜ挑戦し続けるのか～」
 宇宙飛行士・日本科学未来館館長
 　　　　　　　　　　毛利　衛氏
17：00 各種委員会報告

　 記念品贈呈
　 表彰

17：50 点鐘
18：00 ～ 第 1 部懇親会
 上智大学応援団チアリーディング部
 　　　　　　　　　「イーグルス」
 三遊亭　若圓歌
18：50 ～ 第２部懇親会
 　アトラクション　ジャズライブ
20:15 閉宴のことば

◆ 2月 16 日（月）
15：00 各種委員会
16：00 会長・幹事会
18：00 RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会

◆ 2月 17 日（火）
10：30
　～ 12：30 新会員昼食会　
12：00 登録開始
13：00 点鐘　本会議
13：10 開会の言葉
13：20 ガバナー挨拶及び地区の現況報告

国際ロータリー	第 2580 地区
2014 ～ 2015 年度
地区大会報告

会が行われました。

原口洋志文京区教育委員会教育長、柴山修一会長

の開会挨拶の後、文京区立第１中学校から４名、文

京区立第３中学校から６名、文京区立第６中学校か

ら９名の代表者により職場体験が報告されました。

各校ともに趣向を凝らした報告は、中学２年生とは

思えない出来栄えでした。特に第６中学校の寸劇風

に仕立てた報告は内容も充実していて素晴らしい発

表でした。

その後、職場体験受け入れ事業所を代表して、日

本サッカー協会／サッカーミュージアムの小野沢 

洋様から、受け入れ体験の報告がなされました。

そして、報告会の最後の 30 分間には、３中学か

ら２名ずつ合計６名による、『はたらくことについ

て〜職場体験を通じて〜』をテーマに意見交換が行

われました。斉藤 陽彦会員がこの意見交換会のコー

ディネターを担当し昨年に続いて素晴らしい進行役

をされました。今回の発表者は、出版社、国立博物館、

保育園×２名、などの教育等での体験者や、和菓

子製造、イタリア料理での体験者等、それぞれ異なっ

た職業と環境での体験を通じて、社会に奉仕するこ

との大切さをも学んだとの言葉が聞かれました。ま

た、体験後のアンケートでは、

「働く上で必要だと思った事。」の回答では「学歴」

というのは殆んど無かったのにもかかわらず、意見

交換で「今、何のために勉強をしていますか」に対

する答えでは、良い成績を取り、良い学校に進学す

るのは、なるべく良い企業、希望する企業へ就職す

る為とほぼ皆が回答した点が興味深いと思いました。


