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5 月 29 日　第 1318 回例会 2019 年 5 月 29 日発行（No.1264）

本日の例会 次回の卓話（6月 5日）

ビュッフェ例会
and ショートスピーチ

第４回　クラブフォーラム
～青少年奉仕について～

「未　定」

2019 ミス日本「海の日」

高橋　梨子　様

5 月 22 日　第 1317 回例会報告

会長報告

1．先日、東京葛飾東ロータリークラブで卓話をし、

バナー交換をいたしました。

又、小出次年度ガバナー補佐が東京臨海西ロータ

リークラブの認証伝達式に出席されバナー交換を

されましたので、報告いたします。

2．本日、新しい会員をご紹介します。上田晋会員で

す。胸章とバッチをお渡しいたします。推薦者の

星野会員からご紹介をお願いし、上田会員からも

ご挨拶をいただきたいと思います。

幹事報告

1．6 月 19 日開催の「新旧クラブ協議会」ご案内を

配付いたしました。

13：00 ～例会場で行いますので、役員 ･ 新旧委

員長以外の方もご出席をお願いいたします。

2．5 月 19 日（日）「第 1 回学友の集い」が開催され、

松岡会員、加藤会員が出席しました。

20 日（月）RLI パートⅢ講習会に松岡会員が出

席しました。

23 日（木）会長エレクト ･ 次期米山委員長セミ

ナーに加藤会員が出席いたします。

同日、地区立法案検討委員会に河合会員が出席

いたします。

皆様、お忙しい中、クラブ外の活動を感謝いた

します。情報などを例会で報告したり、週報へ

寄稿いただきますよう、お願いいたします。

出　　席

会員数：50名　出席免除者数：5名　出席数：31名

欠席数：14 名　出席率：68.89％

4 月 24 日修正後出席率：84.09％

ニコニコＢＯＸ

＊松岡　浩会員

妻の誕生日にたくさんの花をお贈りくださいまし

て、ありがとうございました。とても喜んでおり

ました。
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「アイちゃん」の卒業を祝い希望一杯の
彼女の今後へ一層の応援をしましょう」

近藤博隆会員

去る4月 24日（水）18：00から例会場のエドモン

トホテルの3階「はなぶさ」で有志14名出席し「ア

イちゃん」を囲む楽しい人とときを過ごしました。何

かにつけて「アイちゃん」の留学生活をあれこれ全面

的に支援してきた深澤壽一会員主催、そして長久保ス

ミ子会員が幹事役で実行された次第。

「カムピラー,アイラダーさんの日本留学は8年間

に及び、博士課程達成を目指し、ご努力の前半の区切

りの機会であったのです。その学業への励みは、なか

新旧クラブ協議会開催のお知らせ

新旧クラブ協議会を下記の通り開催致します。

議題は、本年度並びに次年度の各委員会委員長に

今年度の総括並びに申し送り事項等について協議さ

せて頂きたいと思います。

やむなくご欠席の場合、委員長は代理出席者のご

手配をお願い致します。

記

日　時	 2019 年 6 月 19 日（水）12：30 ～例会

	 13：00 ～ 14：00 クラブ協議会

場　所	 ホテルメトロポリタンエドモント例会場

議　題	 「今年度の総括並びに申し送り事項」

＊現年度委員長より、委員会の年間活動報告を 2-3

分程度にてご報告いただき、新委員長への引継ぎ

をお願いいたします。

以上
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ニコニコＢＯＸ	 42,000 円

累　　計	 1,028,435 円
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＜新会員紹介＞

上田　　晋　会員（昭和 40 年 9 月 15 日生）

職業分類：26　保険業（生命保険業）

事業所：プルデンシャル

生命保険株式会社

役　職：青山第四支社部長

所在地：東京都港区南青山 2-26-1

南青山ﾌﾞﾗｲﾄｽｸｴｱ 6F

推薦者：星野大記会員

　　　　山路敏之会員

＊大住省一会員

久しぶりに出席致しました。いろいろ御迷惑をお

かけしております。また、特別記念日のお祝を有

難うございました。

＊秋本康彦会員

素敵なバラをありがとうございました。親睦委員

会の皆様楽しい企画ありがとうございます。文京

あじさいまつりのパンフレット配布させて頂きま

した。多くの会員のご協賛感謝申し上げます。

＊熊井　寛会員

結婚記念日のお祝いありがとうございます。5 月

24 日で 38 年になりますが、昨年はゴルフ場から

病院へ搬送されワイフを驚かせてしまいました。

健康第一です。

＊山路敏之会員

①上田さんの入会を祝して。

②東京北 RC との親睦ゴルフと親睦旅行、楽しかっ

たです。企画して頂いた皆様ありがとうござい

ました。

＊星野大記会員

先日の北 RC との対抗ゴルフ大会にて、準優勝さ

せて頂きました！　また本日より上田さんが会員

となります。何卒よろしくお願い致します！

＊本郷会員ほか有志

食事代の残りです。

＊小出　豊会員

妻の誕生祝ありがとうございます。

＊長久保スミ子会員

5 月 17 日の親睦旅行おつかれ様でした。お天気も

よく、楽しかったですね。

なかやり遂げられる途ではなく、しかも母国（タイ国）

を離れ異国での修行なのです。お察し下さい。」

その後、「アイちゃん」はどういう生活をしている

のでしょうか。ひょっとしたら東京本郷ロータリーク

ラブ会員として例会出席にお励みいただくと思いがけ

ない時、所で「アイちゃん」に出会うでしょう。この

辺で私の語りは終わりにします。　　　　　　　以上

「青少年交換学生中川さん 4月報告書より」

※詳細はメール配信済みの報告書をご覧下さい。



作成⽇： 2019/5/22

会⻑：井⽥吉則   副会⻑：塙弘道   会⻑エレクト：松岡浩  直前会⻑：⼭路敏之

理事： 伊藤守 熊井寛 栗原浩之 杉﨑眞弥 ⻑久保スミ⼦ 三浦謙吾

幹事：飯塚貞⼦   副幹事：池⽥ゆかり

会計：篠﨑陽⼀   会計監査： ⼩出豊    SAA:⼩野澤亮介

会場監督

例会設営

ソングリーダー 柴⼭修⼀ 池⽥ゆかり 河合 洋 篠﨑陽⼀ 松岡 浩

委員会名 委員⻑ 副委員⻑

飯⽥美⾥ 伊藤  守 加藤利雄 河合 洋 ⽊村敬道

熊井 寛 栗原浩之 ⼩出 豊 澤部利藏 柴⼭修⼀

杉﨑眞弥 ⻑久保スミ⼦ 服部浩美 星野⼤記 星 真⼈

三浦謙吾 ⽶倉伸三

相本秀次郎 飯塚貞⼦ 上⽥ 晋 ⼤住省⼀ 熊井 寛

栗原浩之 ⽥上睦深 廣瀬英昭 星野⼤記 星 真⼈

三浦謙吾

出席 河合 洋 鈴⽊嘉男 柴⼭修⼀ 深澤壽⼀

プログラム ⽶倉伸三 伊藤  守 秋本康彦 篠﨑陽⼀ ⼭路敏之

会報 三浦謙吾 林 ⼀好 近藤博隆

広報 星野⼤記 古関伸⼀ 上⽥ 晋 菅野⽇彰

雑誌 ⽊村敬道 塙 弘道

会員増強 熊井 寛 ⼭⽥英明 池⽥ゆかり 廣瀬英昭 ⼭⽥幸秀

ロータリー情報 服部浩美 廣瀬英昭 清⽔卓治 渡辺新吉

職業分類 柴⼭修⼀ 近藤博隆 河合 洋 本間正⺒

会員選考 飯⽥美⾥ ⻑久保スミ⼦ ⽊村敬道 原⽥睦⺒ 本郷 滋

職業奉仕 ⻑久保スミ⼦ ⼤住省⼀ 齋藤陽彦 原⽥睦⺒

⽶⼭奨学 加藤利雄 飯⽥美⾥ 塙 弘道

国際奉仕 杉﨑眞弥 相本秀次郎 中川了滋

ロータリー財団 星 真⼈ 加藤利雄 粂⽥孝之

⻘少年奉仕 栗原浩之 松下和正 古関伸⼀ 櫟本健夫

社会奉仕 澤部利藏 星 真⼈ 星野⼤記 ⼭⽥英明

⼩出 豊 秋本康彦 ⼩野澤亮介 熊井 寛
秋本康彦 飯塚貞⼦ 井⽥吉則 栗原浩之 ⼩出 豊 澤部利藏
篠﨑陽⼀ 櫟本健夫 三浦謙吾 鈴⽊嘉男 本郷 滋 ⽶倉伸三

河合 洋

★被選理事会 ①１２⽉１２⽇ ②１⽉２３⽇ ③２⽉１３⽇（夜間・新麹町事務所） ④３⽉１３⽇（夜間例会前） ⑤４⽉１７⽇ 
              ⑥５⽉２２⽇   ⑦６⽉１２⽇

★地区出向役員 地区研修委員会    委員  ⼩出 豊   地区⽴法案検討委員会  委員 河合  洋

★カウンセラー ⾦ ⽞郁（⽶⼭奨学⽣）：加藤利雄
※委員は名簿順に記載しております。

三浦謙吾

櫟本健夫伊藤  守親睦活動

杉崎眞弥
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規定検討委員会

渡辺新吉

クラブ研修リーダー

★地区出向役員 北分区ガバナー補佐 ⼩出豊 北分区幹事 本郷滋 澤部利藏

★地区出向役員 地区社会奉仕委員会  委員⻑ 松下和正   地区⻘少年奉仕委員会  委員 松岡 浩

★地区出向役員 地区補助⾦委員会   副委員⻑ 星野⼤記  地区財団資⾦管理委員会 委員 星野⼤記
★地区出向役員 地区⻘少年交換委員会 委員  飯塚貞⼦      地区職場・就業体験委員会 委員 熊井 寛

ＩＭ実⾏委員会
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クラブ奉仕 松岡 浩
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上⽥ 晋

担当理事 委員

東京本郷RC委員会編成表
 (２０１９年７⽉〜２０２０年６⽉)   

理事会構成メンバー

SAA 副SAA
進
⾏
・

司
会 ⼩野澤亮介 服部浩美篠﨑陽⼀川⼝勝彦 ⼩林佳俊 ⼭路敏之星野⼤記


