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本日の例会 次回の卓話（1月 10 日）

「内容を録音したデータが事務局にあります」

代表取締役

「新年に世界理解を想う」

「家系図の魅力
～ルーツを後生へ～」

水野　正人　様

門脇　紀彦　様

第 2580 地区パストガバナー

㈱ 絆コーポレーション

紹介者　平尾泰朗会員

紹介者　栗原浩之会員

12 月 13 日　第 1256 回例会報告

卓 話

点鐘：18：30
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

卓話をされる門脇紀彦様

幹事報告

1．バギオ基金より 2016 年度事業報告書が届きまし

たので、回覧いたします。

2．忘年家族会 並びに 下半期年会費の請求書をメー

ルボックスへ配布いたしました。ご確認いただ

き期日までにお振込みをお願いします。

3．忘年家族会の開始時間が変更になりました。

登 録 開 始  18：00 ～

例　　　会 18：30 ～

忘年家族会 18：40 ～ 20：50 終了予定です。

尚、事務局の年末年始休会は 12 月 27 日（水）

～ 1 月 4 日（木）まで、1 月 5 日より通常勤務と

なりますので、よろしくお願いします。

初例会は、1 月 10 日です。例会終了後に新年の

記念撮影があります。

15 分ほどお時間をいただきますので、ご留意の

ほど、お願いいたします。

会長報告

1．この度、第 20 回　米山功労クラブの感謝状をい

ただきました。

会員各位のご寄付

が累計 100 万円を

超えるたびに表彰

されます。心より

感謝申し上げます。



「わがクラブ活動をもりあげたい」

近藤博隆会員

毎週水曜日の例会を楽しみに出席につとめ、いつ

の間にか何年経過したでしょうか。とうとう会員 48

名中、最高年者になってしまいました。

しかし、この過ぎし年月は私の健康・元気状態を

大いに支えてくれていることを実感しています。例

会の規律正しい 1 時間は参加者が同じ食事をとり、

講話を共に伺うだけでなく、ホテル側の接遇、テー

ブル、椅子などまで気を使っていただいているのを

感じています。

だから私は時にはピアニストの例会開会以前のあ

れこれの演奏も楽しみなのです。手元にある 1997

年版の我がクラブの会員名簿を見たら、会員は 84

名でした。この方たちだったのだと、懐かしく拝見

しました。1997 年 84 名だったのが 2017 年 48 名な

のです。この 20 年間に 57％（48/84）に減少たの

です。余計なことですが 84 名という数字が 48 とい

う数字にひっくり返っていることも忘れられぬこと

です。会員増強努力とは別に退会相談にそれぞれ真

剣に励みたいものです。退会を考えたり、何となく

いつまで付き合えばいいのか等、黙して語らないで

しょう。仲間として何でも話し合えるわがクラブで

あり続けたいものです。

最後にところで最年長の近藤はいつまで続けるの

だろうか？という声なき声が聞こえそうです。

以上

ニコニコＢＯＸ

＊松下和正会員

胸章（ネームプレート）を持って帰ってしまい、

本日はなしですいません。

＊井田吉則会員

誕生日祝い、ありがとうございます。

＊山路敏之会員

本日より被選理事会が始まりました。内容は全て

の方が閲覧できる様にします。

＊米倉伸三会員

妻の誕生日を自祝して。

＊伊藤　守会員

妻と昨日、ゴルフをしました。

第 1回被選理事会報告

次期幹事　秋本康彦

2017 年 12 月 13 日午前 11：30 より第 1 回被選理

事会を開催した。

1．次年度理事会構成メンバーについて下記の通り

承認決定された。

SAA 加藤利雄

副幹事 飯塚貞子

会計監査 河合　洋

以上

『MyROTARY 登録コンテスト』のお知らせ

下記の要領で、『MyROTARY 登録コンテスト』を開

催されますので、ぜひ一度、ロータリー Web をご覧

いただき、登録をお願いします。

結果は 2018 年 2 月 20 日（火）地区大会第 1日目

の会長幹事会にて、両ベスト５を発表しクラブ会長

に感謝状を贈呈されます。

記

・期間 2017 年 7 月 1 日～ 2018 年 1 月 31 日

・コンテスト対象 

登録率ベスト５

（1月31日の登録者数/1月31日の正会員数の比率）

増加率ベスト５

（1月31日の登録率/7月 1日の登録率の比率です）

以上

東京小石川ロータリークラブ
例会臨時変更のお知らせ

記

2018年 1月 5 日（金） 休会
1月 12 日（金） 休会を通常例会へ変更

以上

ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

ニコニコＢＯＸ 24,000 円

累　　計 620,000 円

本日の例会にて、

ロータリー財団寄付 1 名 11,000 円
米山特別寄付 2 名 20,000 円

のご寄付をいただきました。
ありがとうございました。

出 席

会員数：48名　欠席出席免除者：3名　出席数：34名

欠席数：11 名　出席率：75.56％

11 月 29 日修正後出席率：82.22％

クラブゲスト：門脇紀彦様（卓話講師）

吉村健司様（卓話同伴者）


