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本日の例会 次回の例会（1月 29 日）

第３回　クラブフォーラム

「クラブアイデンティティを考える」
～ローターアクト・新世代会議について～

「内容を録音したデータが事務局にあります」

卓 話

理事会報告

1．クリスマス家族会について

親睦委員会・櫟本副委員長より、収支その他説

明及び報告があった。

会長報告

1．ガバナー事務所より、「ロータリーの 6 つの重点

分野」の名称が一部変更されたとの連絡があり

ました。それに伴い、10 月は「地域社会の経済

発展」月間、2 月は「平和構築と紛争予防」月間

となりますので、お知らせいたします。

2．2019 年 9 月台風 15 号災害支援金について、12

月 13 日付にて 2,952,000 円を国際ロータリー第

2790 地区へ送金しましたとの報告がありました。

3．東京 RC 会員の救世軍・

司令官　ケネス氏よ

り、米山奨学生　金　

玄郁さんへプレゼン

トが届いております。

1 月奨学金とあわせて

お渡しいたします。

横笛を演奏される福原様

第２回　クラブ協議会
～半期の振り返りと今後～

＊ 1月 15 日は休会となります。

1 月 22 日　第 1343 回例会 2020 年 1 月 22 日発行（No.1289）

1 月 8 日　第 1342 回例会報告

新年 初例会「横笛の魅力」

福原　徹彦　様
紹介者　鈴木嘉男会員

2．第 3回クラブフォーラム（1月 29 日）

メインテーマ「クラブアイデンティティについて」

3．職場体験発表会（1月 31 日）について

・当日は 13 時集合　14 時開始　於：文京シビッ

クホール小ホール

・東京都からの指導により、本会は今回で最後

となる。

・メーキャップ扱いとする。

4．クラブの会計は、㈱竹馬合同コンサルティング

に依頼をする。

※一部抜粋



ニコニコＢＯＸ	 43,000 円

累　　計	 539,243 円
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「2019 年手続要覧」が 11 月 27 日例会時配
布されました。その印象ひと言

近藤博隆会員

ロータリークラブ会員として思い出すのが入会

（1995.6.28）直後、知り得た思い出が、会員として

の 3大努力目標です。

即ち、例会出席、ロータリーの友誌通読、会費納

入で励んでいるつもりです。そういう私が標題で素

直に発言したい事は次のようなことです。

第 1 に「ロータリーの友」誌を持ち帰るだけですか。

（自問）

第 2に通読して今月号どんな記事が印象的でしたか。

第 3 に表紙を開いてまず「手続要覧」の目的とはど

う表現しているのかへの関心であり、「リーダー

の役割」と「規定文書の提供」についてです。

第 4 に意味、解釈について疑義が生じた場合は英語

版が正文ということ。

第 5 に版枚は国際ロータリーがすべての枚利を保有

する。

第 6 に「1」ロータリーの基本理念（2 頁～ 5 頁）の

記述

1）ロータリアンが一体となり「スキル」と「情

熱」をもって地域社会に変化をもたらしてき

た。（100 年以上の実績）

2）職業人精神と奉仕の歴史を理解するための

ガバナンス（組織統治）

3）社会奉仕に関する 1923 年の声明「最もよく

奉仕する者、最も多く報いられる」という実

践的な倫理原則。

第 7 にいかなるクラブもロータリーの目的を無視し

たり、ロータリークラブ結束の本来の目的を危

うくするような社会奉仕活動を行ってはならな

い。という戒め。

以上の諸点がロータリー活動のはじめに当たって

の今回の改めて私の感慨です。

しかし、ロータリークラブ会員として精進してい

かねばならないのは「ロータリー哲学の追求」とは

何なのか、どのように求めていくのか、が各会員に

は入会後求め続けられているのです。

以上

出　　席

会員数：53名　出席免除者数：3名　出席数：38名

欠席数：12 名　出席率：76.00％

12 月 11 日修正後出席率：91.67％

クラブゲスト：福原徹彦様（卓話講師）

金　玄郁君（米山奨学生）

ニコニコＢＯＸ

＊加藤利雄会員

本年もよろしく。

＊米倉伸三会員

明けましておめでとうございます。本日は上田会

員のご尽力により、グランドスラム 4 回、世界ダ

ブルス№1の杉山愛さんとの対談をいたしました。

千代田区のさくら祭のフリーペーパー 20 万部に

掲載されます。

＊服部浩美会員

あけましておめでとうございます。誕生日祝あり

がとうございます。

＊鈴木嘉男会員

福原徹彦様、本日はよろしくお願い致します。

＊澤部利藏会員

新年明けまして、おめでとうございます。本年も

宜しくお願い致します。

＊長久保スミ子会員

新年明けましておめでとうございます。

＊飯塚貞子会員

明けましておめでとうございます。皆様、今年も

宜しくお願い致します。お祝いありがとうござい

ます。

＊原田睦巳会員

新年明けましておめでとうございます。誕生日祝

い、ありがとうございます。

＊清水卓治会員

明けまして、おめでとうございます。

幹事報告

1．1 月のロータリーレートは 1ドル＝ 110 円です。

2．3 月 6 日（金）開催「日台ロータリー親善会議福

岡大会」の登録締切が 1 月 20 日まで延長されま

した。大会概要・登録方法はクラブ事務局まで

お問い合わせください。

3．『バギオだより』第 76 号（2020 年 1 月号）をテー

ブルに配布いたしました。

4．来週 15 日は休会となります。22 日は「第 2 回ク

ラブ協議会」を開催いたします。

出欠が未回答の方は、至急にご返信をお願い致

します。

尚、例会終了後に新年の記念撮影を行いますの

で、胸章を外して写真室へお集まりください。

＊櫟本健夫会員

明けましておめでとうございます。今年もよろし

くお願い致します。誕生日祝いありがとうござい

ます。1月 1日で 55 歳になりました。
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【★	ハイライト	よねやま237 号	★】

2019 年 12 月 13 日発行

【今月のトピックス】	

・古澤丈作氏を顕彰する記念碑が完成

・2020年の年賀状は学友がデザイン

・寄付金速報-今年もあと半月、送金はお早目に-

・韓国米山学友会総会-国境を越えた歓迎の場-

・台湾米山学友会総会-日本人奨学生とも絆繋ぐ-

▼全文は、こちらよりご覧ください。 

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/

highlight237_pdf.pdf
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「職場体験発表会」参加のお願い

文京区教育委員会、東京本郷ロータリークラブ共催

による「文京区中学生職場体験発表会」が下記の通り

開催されます。お忙しいところを恐縮ではございます

が、発表会へのご参加にご協力をよろしくお願い申し

上げます。

記

日　時：2020年 1月 31日（金）14：00～ 16：00

場　所：文京区シビックセンター　小ホール

東京リバーサイドRC

以上

「東京リバーサイド RC　例会臨時変更」

記

2020 年 1 月 30 日（木）
夜間例会 → 昼例会（12：30 ～ 13：30）
ホテル ラングウッド　2 Ｆ（孔雀の間）

以上

2 月分　他クラブ情報
―休会―

2 月 6 日（木） 東京江戸川中央 RC

10 日（月） 東京浅草 RC、東京城東 RC

12 日（水） 東京王子 RC

13 日（木） 東京ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ RC

14 日（金） 東京板橋ｾﾝﾄﾗﾙ RC

18 日（火） 東京東江戸川 RC

19 日（木） 東京ﾍﾞｲ RC

20 日（木） 東京ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ RC

24 日（月） 東京池袋西 RC

25 日（火） 東京東江戸川 RC

26 日（水） 東京王子 RC、東京浅草中央 RC、

 東京豊島東 RC

27 日（木） 東京池袋 RC、東京江戸川中央 RC

28 日（木） 東京ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ RC、東京城北 RC

―夜間例会に変更―

2 月 19 日（水） 東京豊島東 RC

―移動例会に変更―

2 月 7 日（金） 東京板橋ｾﾝﾄﾗﾙ RC※

10 日（月） 東京池袋西 RC、東京上野 RC※

11 日（火） 東京東江戸川 RC※

12 日（水） 東京浅草中央RC、東京豊島東RC※

13 日（木） 東京池袋 RC、東京ベイ RC、

 東京江戸川中央 RC※

14 日（金） 東京小石川 RC、東京城北 RC※

18 日（火） 東京後楽 RC※

19 日（火） 東京葛飾東 RC※

25 日（火） 東京板橋 RC（夜間親睦移動例会）

※沖縄・地区大会に振替

以上

「新年初例会　記念写真」


