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「バースディ卓話 」

小勝 善一郎 会員

近藤　 博隆 会員

本日の卓話

「内容を録音したデータが事務局にあります」

次回の卓話（6月 22日）

「アジアで学校を創る」

谷川　　洋　様理事長
認定NPO法人　AEFA　アジア教育友好協会

紹介者　木村敬道会員

「 絵 は 情 報 」

服部　浩美　会員

6 月 8 日　第 1184 回例会報告

卓 話

卓話をされる谷川様

第15回米山功労者メジャードナー表彰
＜加藤利雄会員＞

会長報告

1． 加藤会員が「第 15 回　米山功労者　メジャー

ドナー」となりました。感謝状が届いておりま

すので、お渡しいたします。

理事会報告

1．第３四半期決算について、澤部会計より説明が

あった。

このうち、創立 25 周年記念関連費用は基金から

の支出とすることは理事会決定済みであるが、

①期末決算においては経理処理を修正すること、

②会計報告には創立 25 周年記念事業単独の損益

を示すこと、③今後の基金の制度について規定

検討委員会で検討していくこと、等を確認した。

2．新旧クラブ協議会（6/22 日）及び最終例会（6/29

日）の実施内容を確認した。

3．創立 25 周年記念誌について、米倉担当委員より

報告があった。

週 報



ニコニコＢＯＸ	 28,000 円

累　　計	 1,216,756 円

90歳のお誕生日を迎えられた近藤博隆会員

ニコニコＢＯＸ

＊近藤博隆会員

とうとう 90 歳の時点を通過します。クラブメン

バーのはげましのおかげ様で、わが家は幸せです。

＊林　一好会員

結婚記念日のお祝ありがとうございます。

＊加藤利雄会員

相本さん、廣瀬さん、本郷さん、小出さん、櫟

本さん有難うございました。ホーチミンで無事

I serve を実践して参りました。

＊山路敏之会員

6 月 2 日、31 回目の結婚記念日を無事に迎えるこ

とができました。夜に行った神楽坂の３つ星和食

「石川」、とても良かったです。

＊栗原浩之会員

結婚祝お届け下さりありがとうございます。33 年

を迎える事ができました。

＊本郷　滋会員

妻のバースデーの花、ありがとうございます。又、

加藤さん、櫟本さん、廣瀬さん、国際大会ありが

とうございました。小出さん、残念でした。

出 席

会員数：51名　欠席出席免除者：6名　出席数：33名

欠席数：12 名　出席率：73.33％

5 月 25 日修正後出席率：80.00％

ヴィジター：1名

クラブゲスト：谷川　洋様（卓話講師）

幹事報告

1．6 月 9 日（木）北分区の新旧会長 ･ 幹事会が開催

されます。

現年度会長、次年度会長 ･ 幹事が出席します。

11 日（土）は沖縄にて「第 47 回ローターアクト

年次大会」が行われ、松下会員が出席いたします。

2．本年度最後の最終例会並びに新旧クラブ協議会

の出欠返信期日が本日までとなっております。

準備の都合上、未回答の方は、至急にクラブ事

務局へご連絡をお願いいたします。

第７回被選理事会報告

次年度幹事　井田吉則

1

6 月 8 日午後 6 時より第７回被選理事会を開催し，

次の事項等が決定しました。

1．次年度予算について

澤部会員より，次年度予算について最終案の説

明があり，承認されました。

2．会員・夫人結婚記念祝いの変更について

小野澤会長より，メトロポリタンエドモントか

らの要請で現在行われている会員・夫人結婚記

念祝いの宿泊券を廃止する旨説明がありました。

併せて，これに代わる御祝いをＳＡＡで検討し

てもらうこととなりました。

3．その他

次年度は当クラブの内規を見直し，ルール化を

図ることが協議されました。

4．次回の理事会の日程　

7月 6日 11 時 30 分

以上

「あゝ、上野駅」という歌碑って
覚えておられますか！！」

東京本郷ロータリークラブ　深澤壽一会員

近藤博隆会員

突然、勝手に問いかけましたが、覚えておられる

かどうかをお尋ねしているのではなく、社会奉仕の

実践として振返り、今、種々の思いがあるのです。

その 1．歌手の井沢八郎さんの歌った「あゝ　上野

駅」は、まさに高度成長期（1950 年～ 1973 年頃）

の 1964 年からだったのです。「どこかに故郷の香り

をのせて入る列車のなつかしさ・・・」という歌詞

は関口義明さんです。集団就職で地方から上京した

若者たちへの応援歌なのです。この方々、今各所で

社会的に活躍されておられるでしょう。

その 2．それから 39 年経過した 2003 年 / 平成 15 年

7 月 16 日に JR 上野駅広小路口の構内 17,18 番ホー

ル中央入口に「あゝ　上野駅」歌碑が設立され、今

も声なく姿を保っています。作詞家の関口さんと親

交のあった長野県出身の深澤が歌碑設立委員会を立

上げ、マスコミの報道も伴い、多くのご賛同、そし

てご支援を受けて、この歌碑が実現したのです。

その 3．当時をしのぶ写真をご覧下さい。これは、

歌碑そのものではなく、当時の皆様へのご協力をい

ただくために用意された構図です。「あゝ　上野駅」

の歌詞は、そのままです。口ずさんでみてください。



その 4．歌碑の姿そのものは機会を見つけ設置場所

をお尋ねいただく事として、この際としてのお呼び

かけをしたいのは、次の点です。

（1）ロータリー活動は、1905 年まで遡らなくても

日常的には所属クラブの過去の実績経過を振返

りながら、各奉仕活動を実践し続けたいのです。

その為には手段として、何をやるのか、それは

どこまで続けて区切るのか、も含めて検討しつ

くしていきたいものと考えていますが、如何で

しょうか。

（2）「あゝ　上野駅」歌碑を再確認していただきた

い上でどう思われたでしょうか。

①こんな事もこのように出来るのだ。

②何か碑を作ればいいという手段の次々に他の

手段にも構想を求め、クラブ活動の中の話題

点が続いて欲しいものです。

③東京ドーム少年野球大会、新世代会議、「心

の東京革命」更には盲導犬育成の支援など

（国際奉仕活動もあります。）も振返りながら、

活動実績を残すだけではなく、次々に続けて

いくことを議していきたいものです。

④盲導犬育成について、JR 飯田橋駅のホームと

電車との足元の空間が広いところを盲人の方

が盲導犬の助けで見るからにうまく、下車す

る姿を見た近藤としては感心し、育成支援に

関心を持つようになったのです。そして、関

係協会の幇助会員を続けています。

以上、「あゝ　上野駅」を振返り、次に向かって

の励みのきっかけになって欲しいものです。

「ライズリー氏が正式に会長ノミニーに」

火曜日午後には、K.R. ラビンドラン RI 会長とジョ

ン・ヒューコ事務総長の進行の下、2017-18 年度 RI

理事と地区ガバナーが選出され、イアン H.S. ライ

ズリー会長ノミニーが全会一致で 2017-18 年度国際

ロータリー会長となりました。

事務総長の報告では、ロータリーブランド強化、

会員基盤の増加、財団への支援、パートナーシップ

の拡大といった話題が取り上げられました。「ポリ

オにおけるパートナーシップは、今後の取り組みの

モデルとなるもの」と事務総長。「国際ロータリー

理事会が、重点分野における戦略的パートナーを確

保しようとしているのは、このためです」。事務総

長は、パートナーシップの一例としてロータリーと

USAID（米国国際開発庁）とのパートナーシップを

紹介。このパートナーシップでは、ロータリーの草

の根ボランティアのネットワークと USAID の専門知

識と技術をつなげ、清潔な水と衛生設備を増やすこ

とを目指しています。

ヒューコ氏は、2015-16 年度のロータリー会員数

が史上 2 番目に多くなったことに言及し、記録を更

新するには新会員の入会に特に力を入れる必要があ

る、と述べました。 「入会者を増やし、現会員の体

験をもっと充実させるために、工夫を凝らしてくだ

さい。会員がいなければ、この世界にロータリーも

ありません。また、ロータリー財団がなければ、ロー

タリーは今日のような素晴らしい団体になっていな

かったでしょう」

ロータリーニュース　2016.5.31 からの抜粋記事

です。詳しくは、

https://www.rotary.org/ をご覧下さい。

東京田無けやきロータリークラブ
例会日変更のお知らせ

2016 年 7 月以降、東京田無けやきロータリー

クラブ　例会日が今の水曜日から月曜日に変更

となります。

点鐘時間：19：00、例会場：㈱御幸印刷 3F

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。


