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本日の卓話 次回の例会（2月 22 日）

卓 話

2月 8日　第 1214 回例会報告

ビュッフェ例会
－会員懇談－

卓話をされる田畑勝也様

第３回　クラブフォーラム

テーマ「入会金・年会費の見直し」
～会員数拡大を念頭におき～

「内容を録音したデータが事務局にあります」

「本富士警察署の現状と
八丈島における警察行政」

田畑　勝也　警視本富士警察署長

紹介者　深澤壽一会員

理事会報告

1．青少年交換留学生費について

例年同様に青少年交換留学生費として、会員に

対し、5,000 円を請求することが承認されました。

2．熊本地震義援金について

忘年家族会オークションの売上金から 10 万円を

義援金として拠出することが承認されました。

3．次回の理事会の日程

日　時　平成 29 年 3 月 1 日 11 時 30 分

以上

会長報告

1．テーブルに配布させていただきました「NPO 法人

国際ロータリー日本青少年交換委員会 (RIJYEC)

が行っている業務が多地区合同奉仕活動である

ことを承認する件」をご覧いただき、内容をご

確認いただいたところで、RIJYEC が行っている

業務を多地区合同奉仕活動であることについて、

ご承認をいただける方は拍手をお願いします。

この拍手を持って、クラブ承認を頂きました。

有り難うございました。

2．河合会員に 2016-2017 年度　地区立法案検討委

員会　委員の委嘱状が届きましたので、お渡し

いたします。

3．小出会員がメジャードナーになられました。メ

ジャードナーとは、10,000 ドル以上の大口寄付

者のことです。ロータリー財団より、クリスタ

ル並びに襟ピン ･ ペンダントが届いております

ので、感謝を込めてお渡しいたします。
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ニコニコＢＯＸ

＊小野澤亮介会員

伊藤さん、職場体験発表会のコーディネータ役、

素晴らしかったです。お疲れ様でした。

＊加藤利雄会員

地区大会、ご苦労さまでした。最後の「手に手を

つないで」は、いつも良いものですね。

＊原田睦巳会員

妻の誕生日のバラの花を楽しみにしております。

＊伊藤　守会員

職場体験発表会、無事に終了しました。20 年後の

ロータリアンたる逸材を複数人発見しました。

＊清水卓治会員

宮崎キャンプに行って来ました。

＊飯田美里会員

誕生祝いありがとうございます。

＊深澤壽一会員

本富士警察署長田畑さんの卓話をいただきますの

で、皆様よろしく。

クラブフォーラム開催通知

「第 3 回クラブ協議会」を『入会金・会費の見直

し～会員数拡大を念頭におき～』というテーマにて

開催致します。その報告も含め、2 月 15 日のクラブ

フォーラムを同じテーマにて行いたく存じます。

フォーラムを実りあるものにしたいと思いますの

で、ご忌憚のないご意見をお聞かせ下さい。

会員各位の 2/8 クラブ協議会のご出席も歓迎いた

します。よろしくお願いいたします。　

記

日　時	 2017 年 2 月 15 日（水）第 1215 回例会時

	 例会開始	 12：30

　　　　フォーラム	 13：00 ～ 14：00

場　所	 例会場　3階「春琴の間」

テーマ	「入会金・会費の見直し

	 　　	～会員数拡大を念頭におき～」

以上
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ニコニコＢＯＸ	 29,000 円

累　　計	 813,731 円

幹事報告

1．2 月のロータリーレートは１ドル＝ 116 円となり

ます。

また、「コーディネーターニュース」2月号をテー

ブルに配布いたしました。

2．米山奨学寄付並びにロータリー財団より、確定

申告用の寄付金領収書が届いております。

該当者のメールボックスへ配布いたしましたの

で、ご確認をお願いいたします。

3．2017-2018 年度版のロータリー手帳の予約を受け

付けます。

1 部 =648 円。5 月下旬出来上がり予定です。ご

希望の方は、2 月 25 日までにクラブ事務局へご

連絡下さい。

4．昨年 11 月に開催しました北分区合同例会・IM の

報告書が DVD にて届きました。1枚のみとなりま

すので、ご覧になりたい方はクラブ事務局へお

申し出下さい。

5．2 月 3 日米山奨学生期間終了式が開催され、孔　

玲玲さんと熊井カウンセラーが出席されました。

6．本日、例会終了後に「クラブ協議会」を開催します。

テーマは、「入会金 ･ 年会費の見直しについて」

となります。時間を 1 時間と区切り貴重な意見

を頂きたいと思います。どなたでも出席できま

すので、ぜひご参加下さい。会場は例会場とな

り「千鳥の間」です。

出 席

会員数：52名　欠席出席免除者：4名　出席数：36名

欠席数：12 名　出席率：75.00％

1 月 18 日修正後出席率：83.67％

ヴィジター：1名

クラブゲスト：田畑勝也様（卓話講師）

孔　玲玲さん（米山奨学生）

＜ロータリー財団メナードナーレベル 1表彰＞
小出　豊会員

地区立法案検討委員会の委嘱状を受け取られる
河合会員



「職場体験発表会　報告」

社会奉仕委員長　伊藤　	守

2 月 3 日（金）に文京シビックホールにて、文京

区教育委員会と東京本郷ロータリークラブの共催に

よる「職場体験発表会」が行われました。冒頭に文

京区教育員会教育長の挨拶、続いて小野澤会長の挨

拶で会はスタートしました。

その後、文京区の3つの中学校のからの「実践発表」

があり、中学生を受け入れた事業所からの発表と続

き、最後に「中学生による意見交換」（各中学から

二名づつ選ばれた 6 名）とのコーディネート役とし

て、持ち時間 30 分の座談会が始まりました。

進行が 5 分ぼど早いので、今から約 50 年前の私

が中学 2 年生の時に、ドロップハンドルの自転車に

魅せられて、親からの保証を貰い、月賦で自転車を

買い、東京新聞の朝刊・夕刊の新聞配達を一年間し

た話をしました。

事前準備が完璧であり、素質も持ち合わせている

のか、私がどんなクセ球や悪送球をしても、学生は

空振りすることなく、打ち返してきました。

意見交換が終了して最後に、働くという字は人が

動くと書き、傍（周囲）を楽にさせる（役に立つ）

意味なのですと偉そうなことを言って終了しました。

本日の例会にて、

ロータリー財団寄付	 1 名	 1,600 円
米山特別寄付	 0 名	 0 円

のご寄付をいただきました。
ありがとうございました。

「地区米山奨学委員会　外山様が孔さんの奨学期間
終了にあたり、御礼のご挨拶に来られました」
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3 月分　他クラブ情報
―休会―

3 月 15 日（水）	 東京豊島東 RC

17 日（金）	 東京小石川 RC

21 日（火）	 東京板橋 RC、東京後楽 RC

24 日（金）	 東京板橋ｾﾝﾄﾗﾙ RC

29 日（水）	 東京浅草中央 RC

30 日（木）	 東京池袋 RC

―夜間例会に変更―

3 月 27 日（月）	 東京上野 RC（観桜夜間例会）

29 日（水）	 東京王子 RC（4 クラブ合同例会）

31 日（金）	 東京城北 RC

―振替 ･移動例会に変更―

3 月 3 日（金）	 東京城北 RC

	 　（3/1 中央分区 IM へ移動例会）

7日（火）	 東京後楽 RC

	 　（台北景福 RC 記念式典参加）

10 日（金）	 東京城北 RC

	 　（3/8JCNN4 クラブ合同例会）

15 日（水）	 東京浅草中央 RC

	 　（3/13（月）3クラブ合同例会）

27 日（月）	 東京池袋西 RC（夜間）

28 日（火）	 東京あすか RC

	 　（3/29　4 クラブ合同夜間例会）

30 日（木）	 東京リバーサイド RC

	 　（3/29　4 クラブ合同例会）

31 日（金）	 東京板橋ｾﾝﾄﾗﾙ RC

	 　（4/3　花見夜間例会）	

以上


