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東京上野 RCとの
合同例会

於　：上野精養軒　点鐘：18：00
＊4/27は東京上野RCとの合同例会（移動例会）
　となる為、　4/22は休会となります。

本日の卓話

卓 話

次回の例会（4月 27日）

「江戸創業金魚卸問屋の
金魚のはなし」
吉田　智子　様金魚坂　七代目

紹介者　古関伸一会員

「今こそ考えたい、
これからの資産運用」

甲斐　洋子　様フリーアナウンサー
ファイナンシャルプランナー

紹介者　小野澤亮介会員

「内容を録音したデータが事務局にあります」

理事会報告

1．新世代会議

栗原青少年奉仕委員長より、「今回の新世代会

議では、水墨画の中野素芳先生をお招きし、『筆

4月 1日　第 1130回例会報告

会長報告

1．東京清瀬ロータリークラブが 2015 年 3 月 31 日

を持って RI から脱会いたしましたので、お知らせ

いたします。

また、新クラブの加盟のお知らせもございます。

クラブ名称「東京御苑ロータリークラブ」が

2015 年 3 月 25 日に国際ロータリーより加盟認証

されました。

例会日：毎週水曜日　夜の 19：00 ～　例会場：

新宿ワシントンホテルとなります。

ぜひ、メークアップにお出かけ下さい。

尚、設立総会が 4 月 9 日に開催され、会長 ･ 幹

事にて出席いたします。

卓話をされる吉田智子様

の文化』を若い世代、更には、親子一緒に触れ

ていただく機会としたいと考えている。」と説明

があった。多くの方々に参加していただけるよ

う案内をどうするかを考える事も大事であると

の意見あり、理事会としても協力を惜しまない

という事で承認された。

2．第 3回東京ドーム少年野球大会予算及び

   寄付金について
小出実行委委員長より、大会予算は前回並みの

700 万円を考えており、寄付金に関しては会員一人 2

万円の協賛金をお願いして、一人でも多くの会員の

方の協賛をいただきたい旨説明があり、承認された。

3．米山梅吉記念館　100 円募金の件
会員一人あたり 100 円をクラブから拠出すること

で承認された。



お知らせ

那覇ロータリークラブのホームページが新設

されました。

アドレスは下記の通りです。

那覇 RC　URL　http://naha-rc.org/

ニコニコＢＯＸ 39,000円

累　　計 999,400円

出 席

会員数：53名　欠席出席免除者：5名　出席数：48名

欠席数：9名　出席率：81.25％

3 月 18 日修正後出席率：83.33％ 

ヴィジター：1名

クラブゲスト：吉田智子様（卓話講師）

柳生晴美様（金魚坂　専務取締役）

幹事報告

1．4月のロータリーレートは１ドル=118円ですので、

お知らせいたします。

2．米山梅吉記念館より館報が届いておりますので、

回覧いたします。

また、春季例祭のご案内もいただきました。参

加ご希望の方は、申込用紙を回覧いたしますので、

必要事項をご記入下さい。　　　

3．次年度会員名簿の校正用紙をメールボックスへ

配布いたしました。

ご確認いただき、クラブ事務局までご回答下さ

い。回答がない場合は、本年度と同様の内容にて

進めさせていただきます。

尚、東京上野ロータリークラブとの合同例会会

費の請求書も配布いたしました。

期日までにお振込みをお願いいたします。

2．当クラブは、4 月より米山奨学生　馬　紅梅さん

の世話クラブとなります。

中国出身の女性で大原大学院大学に通われてい

ます。カウンセラーは澤部会員にお引受けいただ

きました。澤部会員には 4 月 16 日のｶｳﾝｾﾗｰｾﾐﾅｰに

出席いただきます。馬さんが例会に来られました

ら、皆様お声がけ頂きますようお願いいたします。

尚、地区から澤部会員に「カウンセラー委嘱状」

が届いておりますので、お渡しいたします。

3．本日、新会員の山田英明会員をご紹介いたします。

山田英明下町クリニックの医師であり、故・渡辺

明会員と親しかった浅草医師会の同僚であります。

詳細は、推薦者である大住会員よりご紹介いた

だきます。

4．いよいよ来週 4 月 8 日は地区研修協議会となり

ます。朝からご集合いただき、忙しい 1 日となり

ますが、ご協力をいただきますようお願いいた

します。尚、8 日は移動例会としておりますので、

欠席の方は、メークアップをお願いいたします。

ニコニコＢＯＸ

＊須山佐一会員

長いこと休んでしまいました。

＊川口勝彦会員

誕生日のお祝いありがとうございました。

＊大住省一会員

山田さん入会おめでとうございます。今後とも宜

しく。

＊林　一好会員

新入社員の入社式に行ってきました。

＊服部浩美会員

結婚記念のお祝ありがとうございます。4/1 エイ

プリルフールの日に、相手の母親に許しを求め、

あきれられました。それ以来43年頑張っています。

＊本郷　滋会員

新入社員が 5 人入社しました。1 名は骨折で入社

できませんでした。残念です。

＊伊藤　守会員

誕生祝を自祝して。ちなみに私の生まれた 4 月 14

日は、リンカーンと高杉晋作の命日です。著名な

方は誰一人、生まれていません。

＊櫟本健夫会員

結婚記念日のお祝いありがとうございます。ラブ

ラブな会員の皆様をみて、とてもうらやましい限

りです。

＜新会員紹介＞

山田　英明　会員（昭和 36 年 12 月 30 日生）

職業分類：34　医療･病院（外科医）

事業所：医療法人社団　英恵会

　　　　山田英明下町ｸﾘﾆｯｸ

役　職：理事長・医師　

所在地：東京都台東区西浅草 3-16-6

　　　　　　　　　　岩岡ﾋﾞﾙ 1F

自宅住所：東京都荒川区東日暮里

　　　　　　　　　5-16-1-707

推薦者：本間正巳会員・

　　　　　　　　　大住省一会員

澤部利藏会員
＜米山奨学生　馬　紅梅さんのｶｳﾝｾﾗｰ委嘱状授与＞



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	 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。

新クラブ加盟のお知らせ　

第 2580 地区拡大増強委員会をスポンサーとして、
東京御苑ロータリークラブが 2015 年 3 月 25 日に国
際ロータリーより加盟認証されましたので、お知ら
せいたします。 

記
クラブ名称 東京御苑ロータリークラブ
例 会 場 新宿ワシントンホテル
 〒 160-0023
 　　東京都新宿区西新宿 3-2-9
例　　会 毎週木曜日 夜 19：00 ～
 　　（ビジターフィー　4000 円）
電話番号 03-3349-0011　FAX03-3348-3495

地区研修協議会へ
移動例会

於：ハイアットリージェンシー東京
集合時間：10：00

4月 8日　第 1131回例会報告

「第一班家庭集会の報告」

　　リーダー　小林佳俊

 

今回の家庭集会第一班は、3 月 30 日　18 時より

満開の桜の中、上野伊豆栄忍亭 4F で開催致しました。

出席者は「柴山会長、深澤会員 ･川口会員・林会員・

辻野会員・渡辺会員・木村会員・星野会員・大住会員、

小林リーダー」10 名の参加でした。

柴山会長の初めの言葉、深澤会員の乾杯の発声で

始まり、委員会活動についての話題色々な話に花が

咲き、桜の花に負けない程、大変な盛り上がりを見

せました。

当日は第三班も同店 3F で行っており、お互い行

き来して大変楽しい交流が出来たと思います。

お互いの親睦の輪が広がり楽しい家庭集会になり

ました。

当日は 2 次会も一班、三班で行われ多いに楽しみ

22 時散会になりました。

「手にてつないで」

地区研修協議会

懇親会の様子

司会を務める米倉会員

新里実行委員長　閉会の辞

出 席

会員数：53名　欠席出席免除者：5名　出席数：36名

欠席数：12名　出席率：75.00％

3 月 25日修正後出席率：82.22％ 


