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ビュッフェ例会
－会員懇談－

本日の例会

「内容を録音したデータが事務局にあります」

理事会報告

1．2018-2019 年度ガバナー候補者推薦について

次回理事会までに立候補者がいなければ推薦は

しないことを確認。

2．青少年交換関係

ノエミさん 8/1 日来日、9/3 日学校開始。

鈴木風さん 8/23 日にチェコへ離日。

3．秋の旅行会を 11/13 日に長瀞日帰りとすること

を報告。

4．星野会員増強リーダーに未充填職業の会員募集

について周知してもらう。

卓話をされる大川　豊様

次回の卓話（9月 2日）

「東北復興支援談と
岩見沢身障者支援施設」

「最近の児童虐待の状況」

大川　　豊　様

櫻山　豊夫　様

代表取締役

所　長

大川興業㈱

東京都児童相談センター

紹介者　渡辺新吉会員

紹介者　渡辺新吉会員

会長報告

1．昨日ご案内申し上げましたが、元会員　利根川

政明様が病気療養中のところ 8 月 17 日にご逝去

されました。

通夜 ･告別式はご案内の通りです。

利根川様はチャーターメンバーであり、当クラ

ブ設立当時からのご厚情、ご尽力に心より深謝

申し上げ、ここに謹んでご冥福をお祈り申し上

げます。

8月 19 日　第 1147回例会報告

卓 話

東京本郷ロータリークラブ週報



特別月間（8月）名称変更のご案内　

8 月の特別月間の名称変更について RI 本部より通

達がありましたのでご連絡申し上げます。

記

変更後名称：「会員増強・新クラブ結成推進月間」

　“Membership and New Club Development Month”
変更前名称：「会員増強・拡大月間」

　“Membership and Extension Month”
決　定：2015 年 1 月 RI 理事会

以上

出 席

会員数：51名　欠席出席免除者：4名　出席数：40名

欠席数：7名　出席率：85.11％

8 月 1日修正後出席率：87.50％

ヴィジター：1名

クラブゲスト：大川　豊様（卓話講師）

久保佳代様（卓話同行者）

ニコニコＢＯＸ	 16,000 円

累　　計	 248,759 円

ニコニコＢＯＸ

＊今西良介会員
ネパール大地震の現況報告を頼まれたので、8 月
12 日、フジテレビの報道番組に生出演してきまし
た。貴重な体験でした。

＊山路敏之会員
7 月 24 日、妻の誕生日に素敵なお花をありがとう
ございました。妻への愛を確認しました。

＊清水卓治会員
猛暑のかき入れ時に、招かれざる客の長逗留で澤
部さんに迷惑をかけています。

＊齋藤陽彦会員
61 歳になりました。元気で頑張ります。

第1回北分区研修会のご案内　

北分区は、年２回ロータリーの基本をあらためて

確認する研修会を開催することといたしました。参

加対象は原則入会 5 年未満のロータリアンですが、

ロータリーをあらためて学びなおしたい先輩ロータ

リアンの方も参加歓迎にしたいと思います。参加ご

希望の方は、クラブ事務局へご連絡下さい。

記

1．研修会日時：2015 年 10 月 9 日（金）

15：00 ～ 17：00

2．開催場所：ホテルラングウッド 4階

　電話　03-3807 － 3211

3．講演テーマ：「ポールハリスと米山梅吉翁」

4．講　師：石橋　正男氏（東京東江戸川 RC 所属）

2013 年 7 月～ 2015 年 6 月

「ロータリーの友」地区代表委員

5．参加費：無料

幹事報告

1．東京都薬物乱用防止キャンペーンが下記の通り

実施されます。

内容は、中学生による標語応募ポスターの展示、

啓発リーフレットの配布、薬物乱用防止協議会

ポスターの展示となります。

日　時：9月 29 日（火）13：00 ～ 17：00

9 月 30 日（水）10：00 ～ 16：00

場　所：文京シビックセンター　アートサロン

当クラブは協力団体となっておりますので、お

時間のある方はご覧下さい。

2．米山梅吉記念館より「秋季例祭」のご案内をい

ただきました。

参加ご希望の方は、回覧されている申込書に必

要事項をご記入下さい。

3．ロータリーの基本をあらためて確認する研修会

として、「第 1 回　北分区研修会」のご案内が届

きました。

原則入会 5 年未満のロータリアンが参加対象と

なりますが、ロータリーをあらためて学びなお

したい先輩ロータリアンも参加可能との事です。

講師は、石橋　正男氏（2013 年 7 月～ 2015 年 6

月「ロータリーの友」地区代表委員）、テーマは

「ポールハリスと米山梅吉翁」です。参加ご希望

の方は、クラブ事務局へご連絡下さい。

日　時：2015 年 10 月 9 日（金）　

　　　　　　　　　　15：00 ～ 17：00

場　所：ホテルラングウッド

2015 年 8 月 23 日、青少年交換留学生　鈴木風さ

んが、羽田よりチェコに向かい、元気に出発されま

した。

東京本郷ＲＣより、栗原カウンセラー、松下地区

青少年奉仕委員長、加藤会員、新里会員、会長河合、

地区よりも２名が来て頂き、みんなで見送りました。

クラブより、バナーと、折り紙教本並びに和紙を

プレゼント致しました。

風さんは、親善大使として１年間を過ごします。



本日の例会にて、

ロータリー財団寄付	 1 名	 10,000 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。

炉辺（第 1回）第６班実施報告

　　近藤博隆会員、小出　豊会員、

伊藤　 守会員、棟田和博会員

 

1．実施日時：平成 27 年 8 月 5 日（水）

13：30 ～ 15：00

2．場　　所：ホテルメトロポリタンエドモント内

ベルテンポ

3．出 席 者：近藤博隆会員、小出　豊会員、

伊藤　 守会員　計 3名

　　　（会長･幹事への出席要請はしませんでした。）

4．話　　題：班編成表に基づく、出合いに基づく

談話ひととき。

事前準備は棟田会員が調整の労を

とり、今回のねらいは少人数なので、

例会直後の機会を優先。

5．話合い要旨：

（1）近藤会員がわがクラブメンバー 51 名の 1 つ

の特徴は、世代的に見たとき最年長 94 歳で

最年少 40 歳、その年齢差 54 歳もあるので

世代ギャップに関心を寄せて種々の話題を

取り上げてみたいと常日頃考えていたこと

から。

（2）そこで参加メンバー３人とも 1951 年生まれ、

もう 1 人（近藤）が 1926 年生まれと言うこ

となので、1951 － 1926 ＝ 25 年の差で日本

の素材、そして今日のあれこれの話題を拾

いながら談笑する機会となりました。

例えば 1945.8.15 以前生まれの会員、19

名で同時点以降生まれ 32 名。（（注）その中

に秋本会員は 1945.5.9 生まれなので含まれ

る。）であり、現役世代を 30 年と仮定すると、

わがクラブメンバーは 3 世代にわたってい

るということ。

従って話題としては 1945.8.15 以前の日

本と今の日本の変化を知識としてでなく、

その渦中体験世代の実話に若い世代は関心

を寄せてみてはどうかなど。

反対に 1952.4.28（敗戦、被占領下終

了）以降生まれの世代 18 名から先輩世代

（1945.8.15 以前生）に関心ごとを知る努力

をしてもらうのはどうかなど。

（3）まとめ

ロータリークラブの親睦を深めるために

はクラブメンバーが 3 世代混成して続いて

いく以上、この様な観点からの雑談の花も

咲かせよう！！ということ。

（以上　近藤博隆）

「2017-18年度会長にイアン・ライズリー氏」

ロータリー・ニュース：2015年 8月 3日 

8 月 3 日に RI 会長指名委員会が開かれ、2017-18

年度 RI 会長として、イアン H.S. ライズリー氏（サ

ンドリンガム・ロータリークラブ、オーストラリア）

が選ばれました。対抗候補者が出なければ、10 月 1

日をもって、ライズリー氏が正式に会長ノミニーと

なります。

ライズリー氏は、「ロータリーの未来には、企業

や他団体とのパートナーシップが重要」だと話しま

す。

「ロータリーがプログラムや人材を備えている一

方で、外部組織はそのほかのリソースを持っていま

す。“世界でよいこと”をするという目標は、誰にとっ

ても同じです。ポリオ撲滅活動をきっかけに多くの

人がロータリーを知り、将来に新たなパートナー

シップを築けることを期待しています」

会計士であるライズリー氏は、オーストラリア

国内外の企業会計を専門とする Ian Riseley and 

Co. の社長を務め、国際関係に強い関心を寄せてい

ます。2002 年には東チモールでの活動を称えられ、

オーストラリア政府より「AusAID Peacebuilder 

Award」を受賞。2006 年にはオーストラリアの地域

社会への貢献が認められて、オーストラリア勲章を

受けました。

「各国政府は、ロータリーを善き市民団体の代表

的存在と見ています。ポリオ撲滅活動でアドボカ

シー活動を行ってきたように、平和と紛争解決の分

野でも政府への働きかけを行うべきです」とライズ

リー氏は述べます。

1978 年にロータリークラブに入会して以来、財務

長、理事、管理委員、RI 理事会執行委員、タスクフォー

スメンバー、各種委員会の委員と委員長、地区ガバ

ナーを歴任しました。オーストラリアでのポリオ撲

滅活動「Australian Polio Eradication Private 

Sector Campaign」の元メンバーであり、「ロータリー

財団 ポリオのない世界のための奉仕賞」を受賞し

ました。ジュリエット夫人とともに、ポール・ハリス・

フェロー、メジャードナー、遺贈友の会会員となっ

ています。

全文は https://www.rotary.org/ をご覧下さい。


