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ビュッフェ例会
－会員懇談－

本日の卓話

卓 話

次回の例会（5月 27日）

「現代社会における運動の必要性と、
健康体のつくり方！」

寒川　直喜　様
NPO法人バンゲリングベイ

選手会長

紹介者　澤部利藏会員

「組織の次なる成長戦略
　　　　“女性活用” を考える。

～女性がイキイキ働くために～」

森本　千賀子　様

㈱リクルートエグゼクティブエージェント
　　　　　エグゼクティブコンサルタント

紹介者　小野澤亮介会員

理事会報告

1．最終例会について（6月 24 日）

・元留学生・奨学生へのご案内の件

5月 13 日　第 1134回例会報告

卓話をされる寒川様と増木様

会長報告

1．米山梅吉記念館より、100 円募金のお礼状が届い

ておりますので、ご報告いたします。

2．東京小石川ロータリークラブより、6月 5日（金）

に武蔵野美術大学　客員教授の荒俣　宏氏をお迎

えする例会の御案内をいただきました。

各テーブルにパンフレットを配布いたしました

ので、宜しければ、メークアップにお出かけ下さい。

3．本日は、多くのゲストがいらしております。

皆様からスピーチをいただきたいと思いますが、

まずは北分区ガバナー補佐　藤田様と分区幹事　

星亀様にご登壇いただき、ご挨拶をいただきたい

元留学生・奨学生へは案内しない。但し、現留学

生・奨学生はご招待する。

・アトラクションの件

今回のアトラクションはＪＡＺＺ生演奏。デュオ

+女性ボーカル、演奏は 45 分の予定。

2．あじさい祭りバザーについて（6月 7日）

今年度は参加しないことで承認された。

3．ネパール地震に関するお知らせについて

地元のロータリー第 3292 地区が災害者支援基

金を設立し義援金を受け入れていることを受け、

当クラブとしては例会で会員に義援金の案内を

し、集まった義援金を第 2580 地区経由で第 3292

地区へ送金（支援）することに決定した。今日

の例会にて主旨を説明し、ボックスを各テーブ

ルに回し、義援金を募る。

4．新世代会議出席者メークアップ扱いについて

新世代会議に出席した場合は、メークアップ

扱いになることで承認された。



ニコニコＢＯＸ

＊藤田皓一様（北分区ガバナー補佐）

　星亀賢一様（北分区幹事）

１年間お世話になり、有難うございました。貴ク

ニコニコＢＯＸ	 59,000 円

累　　計	 1,102,400 円

米山奨学生　馬　紅梅（ば　こうばい）さん

藤田ガバナー補佐・星亀分区幹事のご挨拶

と思います。

他のゲストの方は、この後、お時間を設けてお

りますので、会長報告は終了いたします。

幹事報告

1．「コーディネーターニュース」5 月号を各テーブ

ルに配布いたしました。

5 月 16 日（土）14：00 ～文京シビックセンター

にて「新世代会議」が行われます。

栗原青少年奉仕委員長のご紹介で講師に水墨画

家である中野素芳先生をお招きしております。水

墨画を通して先生が感じること、考え方など、興

味深いお話が聞けると思います。是非ともご参加

下さい。

2．5 月 17 日（日）地区青少年奉仕包括成果発表会

が開催されます。

河合会長エレクト、松下地区副委員長、松岡、

青少年交換学生の鈴木さんにて出席します。

3．本日は、多くの資料をメールボックスへ配布い

たしました。

ご案内で回答期日があるものは、締切日までに

ご返信のほどお願いいたします。

また、次年度委員会　委員への任命書と構成表

を配布いたしました。

ご確認いただき、次年度委員会活動にご協力下

さい。

出 席

会員数：53名　欠席出席免除者：4名　出席数：49名

欠席数：11名　出席率：77.55％

4月 15日修正後出席率：85.42％ 

クラブゲスト：寒川直喜様（卓話講師）

増木克在様（卓話同行者）

藤田皓一様（ガバナー補佐）

星亀賢一様（分区幹事）

田島幸男様（地区米山奨学委員）

馬　紅梅さん（米山奨学生）

鈴木　風さん（青少年交換留学生）

ラブの益々のご発展を祈念申し上げます。

＊田島幸男様（地区米山奨学委員）

地区委員としてお願いにあがりました。

＊林　一好会員

妻の誕生日に花束をお送りいただき、ありがとう

ございます。久しぶりの例会ですが、所用の為、

欠席します。

＊加藤利雄会員

先月、ベトナムでささやかな、アイ・サーブを実

践してきました。小出さん、本郷さん、有難うご

ざいました。

＊柴山修一会員

妻の誕生日のバラをありがとうございました。私

より 5歳下ですが、年の話はしたくないようです。

＊木村敬道会員

43 回目の結婚記念日です。子供も大きくなりまし

た。お祝いありがとうございます。

＊澤部利藏会員

寒川さん、増木さん、本日卓話宜しくお願いいた

します。

＊古関伸一会員

お陰様で『米山友の会』無事終了しました。今後

も会員の皆様のご協力よろしくお願いします。

＊松岡　浩会員

妻の誕生日に素敵なバラの花をいただきまして、

ありがとうございました。

＊本間正巳会員

結婚記念日のお祝いありがとうございました。

＊伊藤　守会員

山路さんに紹介された整体・ハリ治療院のおかげ

で、ギックリ腰から 4 日後には、1 時間起立して

投資家向け説明会をすることができました。

「卓話者リスト登録のお願い」

地区より「卓話者リスト更新のお願い」が届きま

した。

人材が豊富なロータリアンにご自身の得意分野や

趣味等のお話しを、他クラブの例会卓話でお話いた



本年度最終夜間例会のご案内

本年度も終わりに近づいて参りました。日頃の皆

様のご協力に対し、厚くお礼申し上げます。

下記の通り、最終例会のご案内をお送りいたします。

皆様に楽しんで頂けるイベントを企画中ですので、

会員の皆様は勿論、奥様共々ご出席の程よろしくお

願い申し上げます。

記

日　時 2015年6月24日（水）

点　鐘 18：00

場　所 ホテルメトロポリタンエドモント

 　　　　　　　　　　2Ｆ　万里の間

登録料 会員（全員登録）10,000円

 夫人　5,000円

以上

だくというリストになります。

特に、今回はガバナー事務所より、2015-2016 年

度のお願いとして、「今まで以上に会員相互の卓話

に重点を置きたいと考えております。各クラブ会員

の 2 ～ 3 割のかたに卓話者としてご登録いただきた

く、よろしくお願いいたします。」との追記がござ

います。

是非、皆様ご登録願います。登録された場合、他

クラブから卓話依頼を受けたとき事務局から連絡が

入ります。ご都合にあわせてお引き受けいただけれ

ば幸いです。

現在登録されている方も内容の変更などありまし

たら、訂正内容を事務局までご連絡下さい。

地区への返信期日がございますので、6 月 17 日

（水）までにご回答の程、お願いいたします。

本日の例会にて、

ロータリー財団寄付	 1 名	 12,000 円
米山特別寄付	 0 名	 0 円

のご寄付をいただきました。
ありがとうございました。

　4月25日に発生したネパール地震に関して、国際ロー
タリーのウェブサイトにニュースで以下の通り掲載さ

れています。
https://www.rotary.org/myrotary/ja/member-news/announce-

ments/rotary-shelterbox-organizing-aid-quake-victims-

nepal

「ネパール地震被害への対応について	」

ネパールで 4 月 25 日に起きたマグニチュード 7.8

の地震によって、28 日時点で 4,000 人を超える死者

とさらに多くの負傷者が出ており、現在、救命活動

と緊急支援活動が行われています。過去 80 年で最

悪となった今回の地震は、政府によると同国 39 地

域の 800 万人の生活に甚大な被害を与え、そのうち

140 万人は深刻な食糧難に直面しています。

この事態を受け、ゲイリー C.K. ホァン RI 会長

は次のような声明を出しました。「ネパールにおけ

る今回の凄まじい地震被害に、世界中のロータリア

ンとともに深く哀悼の意を表明します。何千もの命

が失われたことに深い悲しみを感じており、ロータ

リーは、他の国際機関と協力して緊急支援を生存者

に提供し、会員の人知を尽くしてネパール全土にお

ける長期復興と再建を支援します」

地元のロータリー第 3292 地区は、被害が最も甚

大な地域に支援を提供するための災害支援基金を設

立しました。この基金に寄せられた寄付は、食料、水、

衣料品、簡易宿泊施設の提供に使用されます。同基

金への寄付について詳しくは、同地区のガバナーに

ご連絡ください。

地区ガバナー：Rabindra	Kumar	Piya

ロータリーのパートナー団体であるシェルター

ボックスは、被災地に緊急対応チームを派遣してお

り、直ちに必要とされる支援の特定を行っています。

またシェルターボックスは、同国における前回の被

災時にテントと食料以外の必需品を届けており、現

在、それらの物資が現地で配布されています。

27-Apr-2015 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

5 月 13 日例会にて会員各位よりお預かりしました

義援金は地区の指定口座へ振り込みます。集まった

義援金は地区より一括送金され、以下の購入等に充

てられます。

1. ブランケット・・・15,000 枚

2. テント・・・10,000 張

3. 非常食（インスタント麺、アルファ米）

4. 飲料水

5. 医療用具・救急キット

6. 納体袋（遺体を保存する袋）・・・5,000 枚
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理事会構成メンバー
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SAA

秋本康彦 小林佳俊 近藤博隆

齋藤陽彦 辻野泰介

出席 相本秀次郎 相本秀次郎 飯田美里 魚崎亮一

親睦活動 松岡浩 川口勝彦 木村敬道 粂田孝之

プログラム 渡辺新吉 杉崎眞弥 長久保スミ子 原田睦巳

ソング 廣瀬英昭 廣瀬英昭 本間正巳 松岡浩

渡辺新吉 山田英明

ロータリー情報 加藤利雄 菅野日彰 鈴木嘉男 中川了滋

会員増強 星野大記 林有厚 星野大記

職業分類 中川了滋

会員選考 鈴木嘉男

雑誌 星真人 小勝善一郎 柴田浩子 林一好

広報 棟田和博 星真人 棟田和博

会報 林一好

職業奉仕委員会 松下和正 職業奉仕 松下和正 井田吉則

青少年奉仕 山路敏之 古関伸一 澤部利蔵 清水卓治

社会奉仕 澤部利蔵 靏岡秀郎 塙弘道 唐木千暁

国際奉仕 塙弘道 山路敏之

ロータリー財団 須山佐一 栗原浩之 須山佐一

米山奨学 栗原浩之

委員長

井田吉則 秋本康彦 小出豊

委員長

(副）秋本康彦 （会計）澤部利蔵 加藤利雄

清水卓治 鈴木嘉男 本郷滋

新里時夫 米倉伸三（記念誌） 松岡　浩（式典）

★地区出向役員 ★カウンセラー

地区青少年奉仕委員会　委員長：松下和正　 鈴木　風（青少年交換派遣学生）：栗原浩之

地区危機管理委員会　委員：松下和正　 馬　紅梅（米山奨学生）　：澤部利藏

地区青少年奉仕委員会　委員：松岡　浩

地区日韓友好特別委員会　副委員長：本郷　滋

地区職場体験･インターンシップ委員会　委員：廣瀬英昭

地区研修協議会実行委員長：新里時夫

創立25周年事業特別委員会

委員会名 委員

規則検討委員会

特別委員会名 委員

東京ドーム少年野球大会実行委員会 小出豊

広報関連委員会 服部浩美

奉仕プロジェクト委員会 小出豊

ロータリー財団委員会・
米山奨学委員会

大住省一

担当理事委員長 担当リーダー 委員

クラブ管理運営委員会 伊藤守

会員関連委員会 加藤利雄

東京本郷RC委員会編成表

(２０１５年７月～２０１６年６月)

サブＳＡＡ

会場監督／例会設営／進行・司会 深澤寿一


