
2015-2016年度　国際ロータリーテーマ　｢世界へのプレゼントになろう｣

東京本郷ロータリークラブテーマ　｢きちんと　楽しく　我らはロータリアン ｣
創立／平成 3年 3月 13 日（1991 年）

事務局／〒 102-0072　東京都千代田区飯田橋 1-9-6-905　電話：03-3238-5350　FAX：03-3238-5352

インターネットホームページ：http://www.t-hongo-rc.gr.jp　E-mail：office@t-hongo-rc.gr.jp

例会：毎週水曜日 12 時 30 分　例会場：ホテルメトロポリタンエドモント　電話：03-3237-1111

〒 102-8130　東京都千代田区飯田橋 3-10-8

会長：河合　洋　副会長：本郷　滋　会長エレクト：小野澤亮介　幹事：櫟本健夫　会報関連委員長：服部浩美　会報リーダー：林　一好

4月 27日　第 1179回例会 2016年 4月 27日発行（No.1132）

席次のテーマ：年齢別

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」

次回の卓話（5月 11日）

「ロータリアンとしての心の軸足
～不変の精神と可変の精神～」

「知っておきたいおカネのコツ
～相続編　相続失敗事例に学ぶ～」

北山　正弘　様

安東　隆司　様

社会教育師

代表取締役社長

公益財団法人　モラロジー研究所

おカネ学株式会社

紹介者　小出　豊会員

紹介者　山路敏之会員
4月 20日　第 1178回例会報告

卓 話

会長報告

1．創立 25 周年記念例会で演能頂いた坂井音晴先生

より、5 月 29 日（日）セルリアンタワー能楽堂

で開催される「坂井兄弟会」のご招待を頂いて

幹事報告

1．本日、20 日「第 2 回　クラブ奉仕委員会」が

開催され、小野澤会長エレクトが出席されます。

卓話をされる北山正弘様

おります。お返事を致しますので、ご興味ある

方は、至急私迄ご連絡をお願い致します。

2．会員各位にご協力をいただきました「台湾南部

地震被害」への義援金は地区内クラブで 354 万

円が集まり、鈴木ガバナーから姉妹地区である

台湾・第 3480 地区へお渡しし、被災地へお届

けいただく予定です。と報告がありましたので、

お知らせいたします。

3．本日は、たくさんのゲストがお越しいただいて

おりますが、北分区ガバナー補佐、分区幹事、

分区副幹事の皆様よりご挨拶をいただきたいと

思います。

北分区ガバナー補佐、分区（副）幹事の皆様のご挨拶

週 報



第５回被選理事会報告

次年度幹事　井田吉則

4 月 20 日午前 11 時 30 分より第５回被選理事会を
開催し、次の事項等が決定しました。
1　委員会組織・日程の確認について

小野澤会長より，今後の日程及び各委員会の委
員長・委員が決定した旨の報告がありました。

2　例会運営について　
メトロポリタンエドモントからの例会食事費及
び会議費の値上げ要請について，値上げに応じ
る旨の決定がなされました。

3　ロータリー財団への寄付目標について
小野澤会長から，１人当たり 150 ドルを目標と
したいとの報告がありました。

4　次年度予算について
小野澤会長より，会員増強を踏まえ予算編成し
たい旨及び予算の支出についてルール化を図り
たい旨の報告がありました。

5　次回・次々回の被選理事会の日程
5月 18 日 11時 30 分。
6月 8日 18 時・新麹町法律事務所

以上

「卓話者リスト登録のお願い」

平素は、クラブ活動にご尽力を賜り、感謝申し上

げます。

この度、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

だくというリストになります。

登録後の流れは、他クラブからの卓話依頼を事務

局が受け、貴殿に連絡をいたします。ご都合にあわ

せてお引き受けいただければ幸いです。

地区への返信期日がございますので、6月17日（金）

までにご回答の程、お願いいたします。

ニコニコＢＯＸ	 42,000円

累　　計	 1,026,756 円

ニコニコＢＯＸ

＊服部支朗様（北分区ガバナー補佐）

　木﨑重安様（北分区幹事）

　岸　義之様（北分区副幹事）

1 年間、大変お世話になりました。ありがとうご

ざいました。貴クラブのますますのご発展を、お

祈り申し上げます。

＊北山正弘様（卓話講師）

久しく皆様にお会いできること最高の喜びです。

本日の卓話よろしくお願い致します。

＊加藤利雄会員

渡辺様、大変お世話になりました。

＊近藤博隆会員

結婚記念日を思い出させていただきました。結婚

して、どの位たつでしょうか。63 年目でしょうか。

元気に毎日忙しく、楽しんでいます。

＊原田睦巳会員

チョッと、いいことがありました。

＊新里時夫会員

メーキャップが続きまして、ホームクラブ久しぶ

りです。

＊川口勝彦会員

誕生日のお祝いありがとうございます。62 歳にな

りました。定年まで後３年頑張ります。

＊伊藤　守会員

ついに高齢者の人口の 65 歳になりました。ゴロ

合わせに付き合って下さい。65 歳で老後（65）が

始まり、69 歳で苦労が続き、ようやく 80 歳で晴

れ（80）になります。

出 席

会員数：51名　欠席出席免除者：6名　出席数：31名

欠席数：14 名　出席率：68.89％

4 月 6日修正後出席率：78.26％

クラブゲスト：北山正弘様（卓話講師）

田野宏一様（卓話同行者）

服部支朗様（北分区ガバナー補佐）

木﨑重安様（北分区幹事）

岸　義之様（北分区副幹事）

孔　玲玲さん（米山奨学生）

また、23 日（土）「ロータリーフェローズ東京春

季例会」が行われ、松岡会員が出席します。

24 日（日）には地区青少年奉仕包括成果発表会

があり、松下会員、松岡会員、澤部会員と青少

年交換学生のノエミさんが出席します。

2．東京お茶の水ロータリークラブから 4 月 6 日例

会卓話でモンゴル草原の乗馬の素晴らしさを紹

介した週報をいただきましたので、各テーブル

に配布いたしました。

同クラブ乗馬同好会では、7 月 23 日からの「モ

ンゴル草原の乗馬」の企画をされてるそうです。

興味がある方は東京お茶の水のクラブ事務局へ

お問い合わせ下さい。

＊廣瀬英昭会員

結婚記念日ありがとうございました。

米山奨学生　孔　玲玲さん
「１年間よろしくお願いします！」



2016年 3月16日　創立25周年記念例会集合写真が出来上がりました。

炉辺（第２回）開催のご案内

炉辺（第 2回）開催 のお願いを申し上げます。

河合会長の意向に添い、第 1回同様今回も少人数

で純粋に親睦を深める事を目的に開催をお願いいた

します。

家庭集会から敢えて炉辺に呼称変更した経緯も心

に留めながら、「厚意と友情を深める」炉辺となり

ます事をご期待申し上げます。

尚、今回は会長及び幹事も班編成に含めました。

但し、各班が会長及び幹事に参加のお声がけをてい

ただく点は今までと同じです。人数の関係で 13 班

だけ 3人編成になりました。ご了承ください。

【開催時期】 平成 28 年 4 月 20 日～ 6月 15 日まで

の間に開催してください。

【テーマ】 特に設けませんが、純粋に楽しく親睦

を深める炉辺にしてください。

【班編成】 下記別表をご参考ください。班分けは、

会員名簿順です。

【活動報告】 原則、リーダーもしくはサブリーダー

にお願いします。リーダーは、開催が

確定したら、速やかに以下の事項を事

務局に知らせてください。

 開催日時・開催場所・会長幹事の出欠

更に、炉辺開催後１週間以内に事務局

に報告書を提出してください。

 写真があれば写真もご提出ください。

【備考】 ①会長幹事には各班から参加の声がけ

をしてください。

 ②班員の出欠が合わず、一人で開催せ

ざるを得ない場合は、親睦リーダーが

調整をさせていただきますのでご相談

ください。

炉辺（第 2回）　班編成表

◎リーダー、〇サブリーダー

班 班　　員

1 ◎相本秀次郎、〇秋本康彦、飯田美里、井田吉則

2 ◎伊藤守、〇大住省一、小野澤亮一、加藤利雄

3 ◎唐木千暁、〇河合洋、川口勝彦、菅野日彰

4 ◎木村敬道、〇熊井寛、粂田孝之、栗原浩之

5 ◎小出豊、〇小勝善一郎、古関伸一、小林佳俊

6 ◎近藤博隆、〇齋藤陽彦、澤部利蔵、柴山修一

7 ◎清水卓治、〇杉崎眞弥、鈴木嘉男、辻野泰介

8 ◎靏岡秀郎、〇櫟本健夫、中川了滋、長久保スミ子

9 ◎新里時夫、〇服部浩美、塙弘道、林一好

10 ◎林有厚、〇原田睦巳、廣瀬英昭、深澤壽一

11 ◎星野大記、〇星真人、本郷滋、本間正巳

12 ◎松岡浩、〇松下和正、棟田和博、山田英明

13 ◎山路敏之、〇米倉伸三、渡辺新吉

（敬称略、順不同）

活動報告提出先：東京本郷ロータリークラブ事務局 
FAX : 03-3238-5352
E-MAIL : office@t-hongo-rc.gr.jp

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	 2 名	 15,000 円

のご寄付をいただきました。
ありがとうございました。


