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本日の卓話 次回の例会（12 月 21 日）

卓 話

12 月 7 日　第 1208 回例会報告

点鐘：18：45
於　：ホテルメトロポリタンエドモント

２F　万里の間

忘年家族会

卓話をされる山田浩子様

「内容を録音したデータが事務局にあります」

「文京区少年軟式野球連盟の
活動について」

山田　浩子　様
文京区少年軟式野球連盟　常任理事　副渉外部長

文京区区議会議員

紹介者　清水卓治会員

「知って得する認知症最新情報」

丸木　雄一　様

社会福祉法人　埼玉精神神経センター
さいたま市認知症疾患医療センター

理事長 兼 センター長

紹介者　鈴木嘉男会員

年次総会

クラブ細則第 5 条第 1 節に定める年次総会をただ

いまより開催致します。

次年度理事 ･ 役員について会員各位へ公示し、締

切期日までに、他に会員からの推薦者はありません

でした。

その結果、当クラブ役員選出内規　第 3 条　選挙

［総会において会長、副会長、幹事及び会計の候補

者が各々１名である場合、及び理事候補者の人数が、

細則第 2 条に定めた理事定員と同数の場合には、総

会で指名された各役員候補者を当選者とし、選挙は

行わない］により、先に指名した10名を、次年度理事・

役員に決定致します。

会長	 松下和正会員　　

会長ｴﾚｸﾄ	 山路敏之会員　　　

副会長	 米倉伸三会員

直前会長	 小野澤亮介会員

幹　事	 熊井　寛会員　

会　計	 澤部利蔵会員

理事	 飯田美里会員	 古関伸一会員　　　

	 加藤利雄会員	 河合		洋会員　　

	 塙　弘道会員	 山田英明会員

以上の皆様が次年度の運営を担う方々です。よろ

しくお願い致します。

これをもちまして、本年度の年次総会を終了致し

ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上



会長報告

1．「第３回　米山功労者」に林　一好会員がなられ

ました。また、「マルチプル･ポール・ハリス･フェ

ロー」に伊藤　	 守会員がなられました。感謝状、

認証ピンが届いておりますので、お渡しいたし

ます。	

2．11 月 27 日に開催された「ロータリー財団 100 周

年記念ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ」への登録並びに協力への御礼

が届きました。

地区から 347 名が登録され、当クラブも寄付い

たしました「公共イメージ協力金」は、地区内

から 1,238,710 円が集まったとの事です。

3．地区指名委員会は那覇ロータリークラブ会員　

新本博司氏を 2019-2020 年度当地区ガバナー候

補者に指名し、指定期限までに他の対抗候補者

の推薦がありませんでしたので、地区指名委員

会の指名通り、新本氏が 2019-2020 年度当地区

ガバナーに決定されました。

4．2017 年 1 月 18 日に予定していました「第 3 回ク

ラブ協議会」の日程を 2 月 8 日に変更いたしま

した。ご予定を変更いただきますよう、お願い

いたします。

幹事報告

1．12 月のロータリーレートは、1 ドル＝ 106 円と

なります。

「コーディネーターニュース」12 月号をテーブル

に配布いたしました。

2．第 9 回国際ロータリー全国ＲＹＬＡ研究会」開

催のご案内がございました。

詳細は各テーブルにあるご案内を確認いただき、

参加ご希望の方はクラブ事務局へご連絡下さい。

3．バギオ基金「2015 年度　事業報告書」が届きま

したので回覧いたします。

4．2017 年 2 月 1 日～ 2 日開催の地区大会の参加の

締切を 12 月 22 日まで延長いたしました。

参加をされる場合は、クラブ事務局へご連絡を

お願いいたします。

5．「第 4回地区研修会」	開催のご案内が届きました。

日　時：3月 6日（月）15：00 ～

会　場：ハイアットリージェンシー東京　

登録料：講演会 5,000 円、懇親会 5,000 円

詳細はテーブルにあるご案内を確認いただき、

参加ご希望の場合はクラブ事務局へご連絡をお

願いします。

ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

左側＜第 3回　米山功労者表彰　林　一好会員＞
右側＜マルチプル ･ポール・ハリス ･フェロー表彰
                             　伊藤 守会員＞

出 席

会員数：52名　欠席出席免除者：5名　出席数：36名

欠席数：11 名　出席率：76.60％

11 月 16 日修正後出席率：82.22％

ヴィジター：1名

クラブゲスト：山田浩子様（卓話講師）

孔　玲玲さん（米山奨学生）

ニコニコＢＯＸ

＊小野澤亮介会員

誕生祝いを頂き、有難うございます。50 歳台最後

の年になりました。実りある１年にしたいと思い

ます。靏岡さん、山路さん、今年もおめでとうご

ざいます。

＊秋本康彦会員

結婚記念日を自祝して。山田さん本日の卓話楽し

みにしています。寒くなります。皆様ご自愛下さ

い。

＊深澤壽一会員

先日ロータリーの友の「あヽ上野駅」の寄稿で大

変な驚きを報告します。

＊熊井　實会員

妻の誕生日プレゼントありがとうございます。

＊靏岡秀郎会員

誕生日を自祝して。

＊井田吉則会員

先週 12 月 1 日に５回目の規定検討委員会を行い

ました。食事会のお釣りをニコニコします。

＊大住省一会員

小生もついに67に成りました。あと何年でしょう。

今日も元気にロータリー。

理事会報告

1．忘年家族会について

廣瀬会員より忘年家族会についての説明があり，

「オークションコーナー」への景品寄贈の呼びか

けがありました。

2．第３回クラブ協議会について

第３回クラブ協議会の日程が平成 29 年 1 月 18

日から 2月 8日に変更となりました。

3．当クラブの内規について

「慶弔金支給に関する内規」が一部改正されまし

た。

4．次回の理事会の日程　　　　　　　　　

日　時　平成 29 年 1 月 11 日 11 時 30 分

以上



ニコニコＢＯＸ 67,540 円

累　　計 624,230 円

本日の例会にて、

ロータリー財団寄付	 2 名	 20,000 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。

「第３回クラブ協議会日程変更」のお知らせ

変更前：2017年 1月 18日→変更後：2017年 2月 8日

時　間：13：30 ～　

会　場：メトロポリタンエドモントホテル 3F

　　　千鳥の間　は、変更ありません。

東京小石川 RC　例会臨時変更のお知らせ

変更前：2017 年 1 月 6 日（金）定款休会

	　　　　　　　　　　↓

変更後：通常例会（12：30 ～ 13：30）となります。2019-2020 年度当地区ガバナー
（ガバナーノミニーデジグネート）決定

地区指名委員会は那覇ロータリークラブ会員　新

本博司氏を 2019-2020 年度当地区ガバナー（ガバ

ナーノミニーデジグネート）候補者に指名し、指定

期限までに他の対抗候補者の推薦がありませんでし

たので、地区指名委員会の指名通り、新本博司君が

2019-2020 年度当地区ガバナーに決定されました。

以上

「第４回地区研修会 開催のご案内」

RID2760 田中正規パストガバナーをお招きして下

記の通り、第 4 回地区研修会（地区五大奉仕・米山、

R 財団委員会合同セミナー）を開催いたします。ご

多忙の折と存じますが、ご出席の程、よろしくお願

い致します。なお、公開講座と致します。

講演前に地区研修委員会による「ロータリーの基

本　その 4」を開催いたします。

記

講　演：RID2760	田中正規 PDG

『戦略計画とクラブの活性化』

田中正規会員

　医療法人田中会	西尾病院	理事長・院長

国際ロータリー第 2760 地区西尾ロータ

リークラブ、2013-14	 国際ロータリー第

2760 地区ガバナー、国際ロータリー第 2

ゾーンロータリーコーディネーター

日　時：2017 年 3 月 6 日（月）

14:30　登録開始

15:00 ～ 16:00

　開会・「ロータリーの基本　その４」

16:00 ～ 16:50　地区委員会より

17:00 ～ 18:30

　講演『戦略計画とクラブの活性化』

18:45 ～ 20:00　懇親会

会　場：ハイアットリージェンシー東京

講演会：B1F 桃山　

懇親会：B1F ｸﾘｽﾀﾙﾙｰﾑ

登録料：講演会 5,000 円、懇親会 5,000 円

ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY
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ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

＊篠崎陽一会員

親睦委員会の打合わせのおつりをニコニコしま

す。

＊本郷　滋会員

今年は、もう参加できません。皆様良いお年をお

迎えください。

＊松下和正会員

来年はとくによろしくお願い申し上げます。中島

千波さんのオリジナルカレンダーを入れさせて頂

きました。ご自宅を建てさせて頂いて親しくなり

ました。

＊山路敏之会員

12 月 3 日で 58 歳になりました。お祝いをありが

とうございます。アラカンなのであらゆる事に感

謝して過ごして参ります。

＊河合　洋会員

結婚記念日、お祝いありがとうございました。

＊山田英明会員

今般は、亡父の葬儀に、多数の先輩方に参列いた

だき、又、供花も頂戴しありがとうございました。

お陰様で、無事に式を終えることができました。

＊加藤利雄会員

山田先生、本日は卓話を楽しみにしております。

ロータリー財団 100 周年記念講演会で、女性の活

躍振りに感動しました。


