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本日の卓話 次回の卓話（9月 20 日）

卓 話

「内容を録音したデータが事務局にあります」

イニシエーション・スピーチ 

山田　幸秀会員

「最近　舞台の作り方」

紹介者　深澤壽一会員

「歌舞伎座の歩みと
歌舞伎興行の変遷」

安孫子　正 様

清水　卓治　会員

松竹㈱
演劇本部長取締役副社長

卓話をされる安孫子　正様

理事会報告

1．移動例会・新世代会議について。区のツイッター、

フェースブック、区報、ＣＡＴＶ等で周知して

いる。9時集合で、例会後、各役割分担にしたがっ

て、誘導、受付、質問の回収等をお願いします。

9 月 6 日　第 1242 回例会報告

会長報告

1．本日の理事会ですが 17：30 から、有楽町にあり

ます一般社団法人電気倶楽部にて行います。

理事会後は懇親会もありますので、よろしくお

願いいたします。

2．沖縄分区・五大奉仕委員長会議に出席する地区

青少年奉仕副委員長松岡会員の沖縄渡航費と宿

泊代の支出について。クラブから支出すること

が承認されました。

3．米山梅吉記念館 100 円募金について。会員一人

当たり 100 円の募金をクラブから支出すること

が承認されました。会員に周知致します。

4．職業奉仕委員会からの提案、1 月 17 日（水）に

日銀に職場訪問することについて。移動例会と

することが承認されました。

5．9 月 30 日の本郷国際友の会について、是非出席

して下さい。特別記念日のホテルレストラン利

用券がありましたら寄付をお願いします。遠方

から来る元奨学生等の宿泊に使用します。

6．次回の理事会の日程　　　　　　　　　

10 月 4 日 11 時 30 分～。

幹事報告

1．「コーディネーターニュース」9月号　並びに　「バ

ギオだより」第 62 号をテーブルに配布いたしま

した。

2．第 2回地区研修会 開催のご案内」が届きました。

講師は、前橋ロータリークラブ会員の本田パス

トガバナーです。
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ニコニコＢＯＸ 52,000 円

累　　計 264,000 円

ニコニコＢＯＸ

＊並木正幸様（地区青少年交換委員会　直前委員長）

日頃より、地区青少年交換事業に、ご理解と、ご

協力を賜り感謝申し上げます。また、この度は、

第 54 期派遣予定学生、中川麻耶のスポンサーク

ラブを快くお引き受け下さり、誠に有難う御座い

ます。出発までの１年間、会員の皆様には、何か

とご面倒をお掛け致しますが、ご指導の程、宜し

く御願い申し上げます。末尾ながら、貴クラブの

益々のご発展、そして、会員の皆様、ご家族の皆

様のご健康と、ご多幸を祈念申し上げます。

出 席

会員数：49名　欠席出席免除者：4名　出席数：33名

欠席数：12 名　出席率：73.33％

8 月 23 日修正後出席率：86.67％

クラブゲスト：並木正幸様（地区青少年交換委員）

中川麻耶さん（青少年交換派遣学生）

中川博子様（中川さんお母様）

ｶﾑﾋﾟﾗｰ・ｱｲﾗﾀﾞｰさん（米山奨学生）

青少年交換派遣学生　中川麻耶さんとお母様

日　時　：　2017 年 10 月 13 日（金）

会　場　： ホテルグランドパレス　

登録料　： 研修会のみ 1名 3,000 円　　

研修会と懇親会出席の場合 1名 9,000 円　

詳細 ･ 登録については、クラブ事務局へお問い

合わせください。

3．本日、6 日に地区ロータリー財団委員会が開催さ

れ、星野会員が出席されます。

＊長久保スミ子会員

9 月 2 日㈯アイさんと米山権吉記念館と柿田川湧

水公園へ胴つき長ぐつをはいて草を取る奉仕活動

に行って参りました。川に入る事などなかなかな

いので、いい経験をして良かったです。

＊伊藤　守会員

澤部さん !! 快く引き受けていただき、ありがと

うございました。

「2019-20 年度ロータリー会長にマーク・
ダニエル・マローニー氏が選ばれる」

https://www.rotary.org/　ニュース･特集記事より

2017-18 年度国際ロータリー会長指名委員会は、

2019-20 年度国際ロータリー会長に、ジケーター・

ロータリークラブ（米国アラバマ州）所属のマーク・

ダニエル・マローニー氏を選出しました。対抗候補

者がいない場合、同氏は 2017 年 10 月 1 日に会長ノ

ミニーとして宣言されます。

「クラブはロータリーの心臓部であり、ロータリー

のあらゆることはクラブで起こる」とマローニー氏。

弁護士であるマローニー氏は、草の根レベルでクラ

ブをサポート・強化し、奉仕を大切にする会員制組

織としてのロータリーの文化を守り、成長のために

地域別の新たなアプローチを試みたいと考えていま

す。「ポリオが撲滅されれば、ロータリーが大きく

認知され、多くの機会が訪れるでしょう」。そう語

るマローニー氏は、世界でよいことをするグローバ

ルな組織としてロータリーが世界を先導する立場に

立てる可能性があると考えています。

税法、遺産、農業法を専門とする Blackburn, 

Maloney, and Schuppert 法律事務所の社長であるマ

ローニー氏は、米国南東部・中西部の大手農場経営

者の顧問弁護士であるほか、米国弁護士協会の農業

関係委員会の委員長を務めています。また、米国弁

護士協会とアラバマ州弁護士協会、アラバマ州法律

協会の会員です。

地元ジケーターでも熱心に活動し、自身が所属す

る教会の財務委員長と地元カトリック学校理事長の

ほか、Community Foundation of Greater Decatur

会長、Morgan County Meals on Wheels 会長、Unit-

ed Way of Morgan County 理事、Decatur-Morgan 

County 商工会議所の所長を務めています。

1980 年にロータリークラブ入会し、以来、RI 理事、

財団管理委員と副管理委員長、会長エイド、ゾーン

コーディネーター、未来の夢計画リーダー、シドニー

国際大会委員を歴任。現在は運営審査委員会委員で

あり、昨年度までロータリー平和センター委員会委

員でした。ロータリー財団功労表彰状と特別功労賞

を受けているほか、ガイ夫人とともにポール・ハリ

ス・フェロー、メジャードナー、遺贈友の会会員と

なっています。

＊清水卓治会員

来週の卓話、よろしくお願いします。

＊渡辺新吉会員

誕生日祝い、ありがとうございます。

＊米倉伸三会員

今日まで元気で過ごせる事は、両親とクラブの皆

様に感謝します。

＊深澤壽一会員

本日は卓話安孫子さんを迎えて、大変に嬉しいで

す。更に 9/10 我が妻の誕生日、ありがとう

＊齋藤陽彦会員

チョッと、いいことがありました。遅刻しないで

済みました。



本日の例会にて、

ロータリー財団寄付 3 名 132,000 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。

ロータリー財団奨学生
清水さんからの 9月動向報告書

8 月 18 日現地到着後も妥当な家賃の大学寮が見つ

からず、現在は知人宅での仮住まいです。9 月下旬

に大学寮の一室に空きが出るようで、入居確定を来

週に予定しております。最終決定後に新住所をご連

絡いたします。メールアドレスの変更はございません。

教育大学院の入学式では新入生（博士・修士課程）

約 700 名を迎え盛大に行われ、授業は 8 月 30 日に

開始されました。科目選択の際、担当教授及び教職

員のサポートは非常に手厚く、2 学期制で今学期は

4 科目を履修します。ニューヨークに難民（高等教

育人材）救済活動を実施する NPO 法人があり、研究

分野と直結するのでインターンが可能かを現在交渉

中。履修単位として認定の可能性あり。

健康状態は良好です。カウンセラー及びスポン

サー RC の方々にこちらから複数回連絡をしており

ますが、ご多忙のようで、今年 4 月にお会いしたカ

ウンセラーのマンスフィールド氏にも再会はできて

おりません。まだ到着して間もないので、会合等の

連絡も今後頂けると思います。

ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

「第 2回地区研修会 開催のご案内」

RID2840 本田博己パストガバナーをお招きして下

記の通り、第 2 回地区研修会を開催されます。クラ

ブでまとめて登録をいたしますので、参加ご希望の

方はクラブ事務局へご連絡ください。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 6」が開催されます。

記

講　師：RID2840 PDG 本田博己氏

日　時：2017 年 10 月 13 日（金）

15:30 ～ 15:50　開会あいさつ

15:50 ～ 16:50

「ロータリーの基本 その 6」

研修サブリーダー　鈴木隆雄

17:00 ～ 18:30

「日本のロータリー 100 年に向けて」

講師　本田博己氏

18:45 ～ 20:00　懇親会

会　場：ホテルグランドパレス　

登録料：研修会のみ 1名 3,000 円

研修会と懇親会 1名 9,000 円　

以上

今後の RI 国際大会（予定）
2018 年 6月 23日～ 27日
カナダ ･オンタリオ州トロント

2019年 6月 1日～ 5日
ドイツ ･ハンブルグ

2020年 6月 6日～ 10日
アメリカ・ハワイ州ホノルル

2021年 6月 12日～ 16日
台湾 ･台北

2022年 6月 4日～ 8日
アメリカ・テキサス州ヒューストン


