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ビュッフェ例会

－会員懇談－

本日の卓話

＊8月10日は休会となります。

次回の卓話（8月 17日）

7 月 27 日　第 1191 回例会報告

幹事報告

1．8 月のロータリーレートは 1ドル =102 円です。 

2．日本ロータリー学友会が主催する、ロータリー

財団 100 周年記念シンポジウム「国際人道支援

の第一線で活躍するロータリー奨学生学友の報

告」が、来る 2016 年 11 月 27 日（日）東京ＪＰ

タワーで開催されます。

緒方貞子氏をはじめ、ＲＩジャーム会長も来賓

として出席されます。

詳細については、事務局からメール配信される

プログラムご覧下さい。

登録料：10,000 円となります。ご家族の参加も

可能ですので、ご検討ください。

3．東京都消費生活総合センターより、「第 1 回　多

様な主体との連携講座」開催についてのお知ら

せをいただきましたので、回覧いたします。

4．本日いらしている青少年交換派遣学生　鈴木　

風さんの帰国報告会が 9 月 25 日（日）に行われ

ます。

「おもしろい建築用語」「こどもが売られない世界を
つくるために」

柴山　修一　会員
草薙　直基　様

かものはしプロジェクト

紹介者　小野澤亮介会員

帰国報告に来てくださった
青少年交換学生　鈴木　風さん

出 席

会員数：50名　欠席出席免除者：6名　出席数：34名

欠席数：10 名　出席率：77.27％

7 月 13 日修正後出席率：81.82％

ヴィジター：2名

クラブゲスト：鈴木　實様（鈴木風さんお父様）

鈴木　風さん（青少年交換留学生）

孔　玲玲さん（米山奨学生）

時間：14：00 ～　会場：学士会館となっています。

詳細並びに参加ご希望の方は、クラブ事務局へ

お問い合わせください。

週 報



ガバナー公式訪問時
第 1回クラブ協議会のご案内

来る 8 月 24 日（第 1194 回例会）はガバナー公式

訪問日となります。

ガバナー公式訪問は、地区ガバナーがＲ I 役員と

して各クラブを訪問し、直接活動状況を視察されご

指導を頂く、クラブにとって重要な行事です。

例会前にガバナーご出席のもと第 1 回クラブ協議

会を開催致しますので、ご出席を賜りますようお願

い致します。

クラブ協議会では、5 大奉仕委員会およびロータ

リー財団、米山奨学事業、会員増強の 8 部門のクラ

ブの取り組みを発表。

また、上山ガバナーの重点項目としてあげられて

いる「親睦と研修」特に入会歴の浅い会員に対する

研修をどのように考えているか、それぞれ、関連委

員会委員長より発表し、皆様で協議をいたします。

尚、やむなくご欠席の場合は、委員長は代理出席

者のご手配を必ずお願い致します。

記

ガバナー公式訪問スケジュール　8月 24 日（水）

10：30 ～ 11：15 ガバナーと会長・幹事による打合会

  （3 Ｆせせらぎ）

11：15 ～ 12：15 第 1 回クラブ協議会

  （3 Ｆ千鳥）

12：30 ～ 13：30 例　会 （3Ｆ春琴）

以上

※皆様には 11：15 ～ 12：15　第 1 回クラブ協議会

にご出席いただき、引き続き例会へのご出席をお願

いいたします。

「ロータリー財団 100 周年記念
シンポジウム開催案内」

日本ロータリー学友会が主催する、ロータリー財

団１００周年記念シンポジウム「国際人道支援の第

一線で活躍するロータリー奨学生学友の報告」が、

来る 2016 年 11 月 27 日午後 1 時半より、東京ＪＰ

タワーで開催されます。

日本の学友第２期生の緒方貞子氏（元ＵＮＨＣＲ

高等弁務官）をはじめ国際人道支援の第一線で活

「本郷国際友の会」2016年 7月 23日開催
於：ホテルメトロポリタンエドモンド

ニコニコＢＯＸ	 21,100 円

累　　計	 124,600 円

ニコニコＢＯＸ

＊木村敬道会員

熱中症にならずに先週ゴルフ歩けました。

＊井田吉則会員

昨日、事業計画書を読み返しました。各委員会に

おいては計画実現に向けて頑張って下さい。

＊櫟本健夫会員

妻の誕生日のお祝いありがとうございます。益々

元気でがんばっているようです。

＊長久保スミ子会員

7 月 21 日の例会関連委員会欠席してしまい、申し

訳ございませんでした。

＊山路敏之会員

妻の誕生日祝いのお花をありがとうございます。

ちなみに、今朝 8：30 から上映の「ペレ」という

映画を観に行くと言ったら早起きしてつきあって

くれました。良い妻です。

＊清水卓治会員

今月 30、31 の２日間、文京少年野球チームと福

島磐城に遠征試合を行います。

＊加藤利雄会員

規定審議会　立法案に対する反対意見の検討をよ

ろしくおねがいします。

躍する学友が参加する本シンポジウムには、ＲＩ

ジャーム会長も来賓として出席され、ＲＩからも「日

本のロータリー財団 100 周年記念行事」として承認

を受けています。

このシンポジウムには、ロータリアン並びに財団

学友ばかりでなく、財団奨学生、平和フェロー、米

山奨学生、米山学友、ローターアクト、インターア

クト、ローテックス、青少年交換学生などにも広く

参加（英語同時通訳付き）を呼び掛けています。

登録料はロータリアン・財団学友 10,000 円、そ

の他は 3,000 円です。 

この 100 年に１度の機会に、ＲＩ会長ご出席の下

で、災害、戦乱の現場第一線で苦労、活躍している

ロータリー奨学生学友の現場からの報告を、是非多

くのロータリアンの方々に聞いて頂き、これまでの

ご寄付がいかに活きて国際社会に貢献しているかを

実感して頂きたくことが出来ると思います。

詳細プログラムはクラブ事務局へお問い合わせく

ださい。



本日の例会にて、

ロータリー財団寄付	 1 名	 5,000 円
米山特別寄付	 5 名	 40,000 円

のご寄付をいただきました。
ありがとうございました。

2016 年度第 1回炉辺開催案内

さて今年度も親睦活動委員会においては前年度に

習いまして炉辺という名称で会員同士の親睦を図る

機会をもつことを事業目的の大きな柱にしておりま

す。      

つきましては早速ですが、以下のとおり炉辺（第

1回）開催 をお願いしたくご案内申し上げます。

今年度におきましては昨年度の少人数で純粋に親

睦を深める事を目的にした炉辺から脱しまして 4 班

編成にさせていただいております。

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、親睦と友情を深める炉辺となります

ことをご期待申し上げます。

尚、今回も会長及び幹事を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して

いただく点は今までと同じです。

【開催時期】平成 28 年 9 月 1 日～ 9 月 30 日までの

間に開催してください。

【テーマ】 会員増強

【班編成】 班編成表をご参考ください。

【開催運営】 開催運営につきましてはリーダーもし

くはサブリーダーにお願いします。

 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。

 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。

 集合写真を併せてご提出ください。

【備　考】 会長、幹事には各班から参加の声がけ

をしてください。

炉辺（第 1回）　班編成表

◎リーダー、〇サブリーダー

班 班　　　員

1
◎小出豊、○星野大記、菅野日彰、中川了滋、
粂田孝之、長久保スミ子、新里時夫、大住省
一、 川口勝彦、本郷滋、山路敏之、栗原浩之

2
◎秋本康彦、○渡辺新吉、近藤博隆、相本秀次
郎、深澤壽一、木村敬道、飯田美里、柴山修一、
土井良一、熊井寛、河合洋、櫟本健夫

3

◎米倉伸三、○齋藤陽彦、林有厚、清水卓治、
原田睦巳、本間正巳、杉崎眞弥、鈴木嘉男、
廣瀬英昭、松岡浩、伊藤守、井田吉則、塙弘
道　

4

◎辻野泰介、○澤部利蔵、加藤利雄、小林佳俊、
古関伸一、林一好、服部浩美、唐木千暁、松
下和正、小野澤亮介、山田英明、靏岡秀郎、 
小勝善一郎、

（敬称略、順不同）

「ニコニコボックス」を話題に！！

近藤博隆会員

ロータリアン活動の中で表題は日常的な慣習ごと

ですが、第 2580 地区外にメーキャップを体験した

とき「ニコニコ」をしようとしてし損なったのです。

それは、「ニコニコ」と称さず「スマイル」と呼

称していたからでした。何だ日本語と英語の違いな

のかと反省しました。そして、他の用語も無いのか

と尋ねてみたら「ファインボックス」というのも有

るよと聞かされましたが、まだ確かめておりません。

もし、関連した話題を知られたら「ニコニコボッ

クス」のきっかけにしたら如何ですか。私はこの拠

金に託す一言遊びに関心を寄せて、ロータリアンと

しての自己精神の一助と

しているのですが、まだまだ未熟です。夏場には

「土用の丑の日に当たり、暑さこらえて、うなぎこ

らえて、いつもニコニコ」となります。もう一つ「結

婚記念日、本日は忘れていたが、端が騒ぐのは、ま

だ分かれないという確かめなのか、ニコッ！！」一

言遊びを楽しみにしませんか。

以上


