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本日の卓話 次回の卓話（9月 13 日）

ビュッフェ例会

～会員懇談 and
ショートスピーチ～

「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

「ポール ･ハリス ･フェロー表彰　松下会員（左側）」

8 月 30 日　第 1241 回例会報告

会長報告

1．先日、ご協力いただいきました「九州豪雨義援金」

は全地区合計で 360 万を超え、　福岡県の第 2700

地区へ送信しました、と地区より連絡がありま

した。

幹事報告

1．9月のロータリーリーレートは、1ドル=109円です。

2．心の東京革命より、「中学生の主張」東京大会開

催のお知らせをいただきました。

日時：9月 3日（日）13：00 ～ 16：00

会場：東京都庁大会議場

詳細、申込みついては、クラブ事務局へご連絡

下さい。

3．米山梅吉記念館より、館報　秋号が届きました

ので、回覧いたします。

4．明日、31 日（木）地区立法案検討委員会が開催され、

河合会員が出席されます。

5．最後になりましたが、松下会長がマルチプル･ポー

ル ･ ハリス・フェローになられ、記念のピンが

届きました。お渡しいたしたいと思います。

出 席

会員数：49名　欠席出席免除者：4名　出席数：37名

欠席数：8名　出席率：82.22％

8 月 9 日修正後出席率：68.18％

クラブゲスト：吉村健司様（栗原会員ゲスト）

ｶﾑﾋﾟﾗｰ・ｱｲﾗﾀﾞｰさん（米山奨学生）

ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

ニコニコＢＯＸ

＊松下和正会員

ガバナー訪問で協力ありがとうございました。本

郷クラブの活動、雰囲気をお褒め頂きました。

＊伊藤　守会員

ガバナー公式訪問の日に開催された定時株主総会

が、無事に終了しました。ペットブームを反映し

てか、会場にネコを連れ込んだ株主がいました。



「故サム・オオリ氏を称えるポリオ基金」

https://www.rotary.org/ja/　ニュース･特集記事より

サム F. オオリ氏は、2018-19 年度国際ロータリー

会長に選出され、アフリカ出身では 2 人目、ウガン

ダ人としては初の会長となる予定でした。しかし、

7 月 13 日、手術後の合併症により、76 歳で逝去さ

れました。  

ウガンダでは、オオリ氏が地区ガバナーを務めた

1988 年同時、クラブ数は 9 でしたが、今日では 89

クラブにまで成長しており、これはオオリ氏の尽力

によるところです。 

オオリ氏は、チャック・ケラー会長の年度（1987-

88 年度）に地区ガバナーを務めました。この年、世

界ポリオ撲滅推進活動（GPEI）と最初の募金キャン

ペーンが始まりました。アフリカ地域ポリオプラス

委員会ならびにインターナショナル・ポリオプラス

委員会委員として、オオリ氏は揺るぎない善悪の観

念をロータリーで貫き、これは同氏が CEO を務めた

Institute of Corporate Governance of Uganda や

それ以前に勤務したアフリカ開発銀行での仕事でも

同様でした。 

オオリ氏は、レスター大学から労働法の修士号、

カリフォルニア・コースト大学から経営管理の学士

号、ハーバード大学ビジネススクールから経営管理

の修士号を取得しています。

ノラ夫人との間に、アドリン・スティーブンさ

ん、ボニー・パトリックさん、ダニエル・ティモ

シーさんの 3 人の息子さんと、3 人のお孫さん（ケ

イトリンさん、サムさん、アダムさん）がいま

す。お悔やみは、ノラ夫人宛てに郵便（Mrs. Norah 

Agnes Owori, c/o Institute of Corporate Gover-

nance of Uganda, Crusader House, Plot 3 Portal 

Avenue, Kampala, Uganda）または Eメール（sam.

owori@rotary.org）でお送りいただけます。 

ロータリーのポリオ撲滅活動に尽力したオオリ氏

を称え、「The Sam F. Owori Memorial to Polio」

基金が設立されました。ご寄付は、国際ロータリー

の WEB より、「Sam F. Owori Memorial to Polio」

をお選びください。

10 月分　他クラブ情報
―休会―

10 月 3 日（火） 東京東江戸川 RC

5 日（木） 東京江戸川中央 RC

10 日（火） 東京板橋 RC、東京後楽 RC

11 日（水） 東京豊島東 RC

12 日（木） 東京江戸川中央 RC

13 日（金） 東京板橋ｾﾝﾄﾗﾙ RC

18 日（水） 東京葛飾東 RC

19 日（木） 東京池袋 RC、東京ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ RC

31 日（月） 東京北 RC、東京臨海東 RC

―夜間例会に変更―

10 月 23 日（月） 東京浅草 RC（ﾊﾛｳｨｰﾝ ﾊﾟｰﾃｨｰ）

25 日（水） 東京豊島東 RC（家族会）

30 日（月） 東京上野 RC（点鐘 18：00）

―移動例会に変更―

10 月 11 日（水） 東京浅草中央 RC

 　（10/14 フラダンス夜間例会に

    移動例会）

20 日（金） 東京小石川 RC

 　（10/16 北分区ゴルフ予選に

    移動例会）

23 日（月） 東京池袋西 RC

 　（10/20-21 親睦旅行）

24 日（火） 東京板橋 RC

 　（10/21 区民まつりに移動例会）

25 日（水）  東京葛飾東 RC

 　（10/30 東分区 IM）　

27 日（金） 東京板橋ｾﾝﾄﾗﾙ RC

 　（10/27-28 親睦旅行）

31 日（火） 東京板橋 RC

 　（11/6北分区合同例会に移動例会）

 東京東江戸川 RC

 　（10/30 東分区 IM）

以上

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 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。
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ニコニコＢＯＸ 17,000 円

累　　計 212,000 円

ニャンとも不思議な光景でした。終了後に思わず

ネコみました。

＊服部浩美会員

こんにちわ！この夏は雨ばかりでしたね。このま

ま秋になってしまうのでしょうか？何しろみんな

健康に気をつけて！


