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「バースディ卓話 」

近藤　 博隆 会員

点鐘：18：00
会場：ホテルメトロポリタンエドモント
　　　　　　　　　　2F　万里の間　

最終夜間例会

本日の卓話

「内容を録音したデータが事務局にあります」

次回の例会（6月 29日）

「 絵 は 情 報 」

服部　浩美　会員

6 月 15 日　第 1185 回例会報告

卓 話

卓話をする近藤博隆会員

会長報告

1．青少年交換学生　鈴木　風さんの帰国詳細がわ

かりました。7 月 11 日（月）　ブリティッシュエ

アウェイズ　BA7 便　am7：15 到着予定　羽田空

港着です。

松下会員と河合は当日、出迎えに行く予定です。

都合の付く方は、私までお声掛け下さい。

風さんには、落ち着いたころに例会に来ていた

だきたいと思います。

2．鈴木会員が「第２回　米山功労者」になられま

した。米山記念奨学会から感謝状が届いており

ますので、お渡しいたします。

3．東京豊島東ロータリークラブより、創立 30 周年

記念誌を恵贈いただきましたので、回覧いたし

ます。

幹事報告

1．東京田無けやきロータリークラブの例会日が 

2016 年 7 月以降、現在の水曜日から月曜日に変

更になります。点鐘時間：19：00、例会場：㈱

御幸印刷の住所・電話・FAX 番号の変更はありま

せん。メークアップの際はご注意下さい。

2．本日 15 日　新旧青少年奉仕委員会が開催され、

＜第 2回　米山功労者表彰＞鈴木嘉男会員

週 報



ニコニコＢＯＸ	 5,500 円

累　　計	 1,222,256 円

長い間お世話になりましたピアノ伴奏者　青山里子
（左）さんが6月末にて終了します。
本当にお世話になりました！
7月からは新たに倉田ゆかり（右）さんが来られます。
よろしくお願いします！

ニコニコＢＯＸ

＊山田英明会員

本日、早退させていただきます。

＊清水卓治会員

山路さん、ありがとうございました。新木場スタ

ジオ発足しました。

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％

6 月 1 日修正後出席率：82.61％

炉辺（第２回）第６班活動報告

出席者：リーダー近藤博隆

サブリーダー齋藤陽彦、澤部利藏、柴山修一

標記について、次の通り実施しましたのでご報告

いたします。

1. とり組み方

「厚意と友情を深める」ために単なる炉辺会合だ

けでなく、チームとして活動の実をより高揚させ

る為 4 月 20 日から活動を開始し、班メンバーが

一堂に会する機会をゴールとする仕組みとしてみ

ました。

2. 活動内容

（1）4月 20 日から近藤リーダーがハガキという手

段を基本として、紙上雑談交歓を試し、普段、

例会時には顔を合わせていても話し込む、お

互いをより深く知ることも重ねていない、お

互いであることを、この際一歩 ･ 二歩・深化

松下会員並びに松岡会員が出席されます。

18 日（土）はインターアクトクラブ会長 ･ 幹事

会が行われ、松下会員が出席です。

そして、19 日（日）青少年交換学生の帰国報告

会が開催されます。

ノエミさんが 1 年間の日本留学について、報告

をされます。河合会長、松下カウンセラー、歴

代のホストファミリーが出席し、ノエミさんの

報告を聞いてきます。

3．来週 22 日は新旧　クラブ協議会が開催されます。

出席対象の新旧　委員長、リーダーの以外でも

会員のご出席は歓迎します。

都合が付く方はクラブ事務局へお申し出下さい。

ノエミ	デゥルルさん送別
並びに

（2015－2016ロータリー青少年交換留学生）
ホストファミリーへの感謝の会　ご案内

ベルギーより交換留学生としてお迎えしている 

ノエミ デゥルルさんの帰国日が近づいてまいりま

した。つきましては、ノエミさんを囲んでの送別会

を下記のとおり開催したいと思います。

お世話になったホストファミリーの皆様も出席さ

れます。お子様　お孫様等で留学をお考えの方等に

も色々と参考になると思います。

御多用中とは存じますが、会員の皆様におかれま

しては、奮ってご参加くださいますよう宜しくお願

い致します。　　　　　　　　　　　　　　　敬具

記

【日　時】 7 月 11 日（月）18:30 ～

【場　所】 上海家郷菜　ポーリージャー

 文京区向丘 2-11-8　電話 03-5834-1255

【会　費】 8，000 円　

（皆様及びホストファミリー食事代、記

念品代を含みます）

以　上

「東京小平ロータリークラブ
例会場と事務局移転のお知らせ」

6 月 30 日より、東京小平ロータリークラブの

例会場と事務局が移転いたします。

電話番号・FAX 番号・メールアドレスの変更

はございません。メークアップの際はご注意下

さい。

記

移転日：2016 年 6 月 30 日（木）

新住所：〒 187-0032

小平市小川町 2-1268　小平商工会館内

　　　　事務局 B1　例会場 2F 会議室

ＴＥＬ：042-346-0600



させてみたいのです。

（2）偶然にもチームメンバー４人の世代が近藤流

の視点（別紙）から認識してみると

近藤が第 1区分世代（1926.6.14 生）　

柴山が第 2区分世代（1952.3.23 生）

齋藤が第 3区分世代（1954.8.19 生）

澤部が第４区分世代（1972.10.30 生）

となり、紙上雑談の話題にこの特徴点を活用、

努力も試み。

（3）IT、IOT の普及によるコミュニケーションも

あるが、より短期間で厚意を実行する為に、

出来るだけ人間対人間の実感を強めるためハ

ガキの効用（紙面が限られている）利用を試

みたのです。

（4）一堂に会する機会の以前に紙上雑談という手

段を 3回試みましたが「好意と友情を深める」

日常の手段としてハガキの効用も忘れてはい

けないと思います。

（注）メールやその他の手段でコミュニケーション

は事務的に満足できると入っても、はがきのよ

うに紙面が限られている所へ用件の核心を逃さ

ず記述するという努力は好意を深めることを

望むなら忘れることは出来ないのです。如何で

しょうか。お勧めします。

（5）そして、我が班の 4 月 21 日からの活動の終

着点として 6 月 1 日（水）13：40 ～ 14：45

一堂にあいました。

ア . 出席者　6 班メンバー　近藤博隆、齋藤

陽彦、澤部利藏、柴山修一　計 4名

イ . 執行部から示された「厚意と友情を深め

る」を主題として意見交換の要点。

㋐　「厚意と友情」と呼びかけられました

が「厚意」「好意」の使い分けも話題

となり、自主積極的に望む意をこめれ

ば「好意」であり、その反面として「厚

意」は受身、消極的になんとなく受け

取られはしないだろうか。

㋑　ロータリークラブ会員の構成は他の

種々の組織と比べたとき、会員の年齢

巾が 43 歳～ 95 歳に広範囲になってい

る上での会員活動である。（我が東京

本郷 RC）そのことをもっと意識し会員

間の交流に心を傾けるのが着意点であ

ろう。特に年齢差の大きい方同士で声

を掛け合いましょう。

㋒　今わがクラブの例会当日の出席率が低

調しているのではないか。メーキャッ

プは出席奨励ルールから言えば、次善

の策であり、当日出席するという最善

というか、望ましい我がクラブの常態

となるように工夫 ･ 努力の余地が残さ

れていることを自覚したいものです。

㋓　我が版 4 名の区分世代がはっきりして

おり、初めて若々しい澤部会員とその

正反対の近藤会員が直接意見交換が出

来たのは絶好の機会でありました。

㋔　会員増強よりも会員減少のおそれはな

いのか。1 時間の規律正しい例会に出

席してもお互いに雑談不十分のまま、

退会の思いを抱えている方が誰かわか

らないまま、推移していないか。相談

していただけない自分（近藤）も反省。

以上、夜間の飲食パーティーの雰囲気をあえて除

いて、終始したのは◎近藤の意見そのものであった

ことを申し上げておきます。

終わりに D2580 地区ガバナー月信（2016 年 6 月号）

「ロータリー活動の原点親睦と奉仕」を各会員個人

として思いを新たにしませんか。

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。


