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本日の卓話 次回の卓話（2月 19 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～

「イニシエーション・スピーチ」 

土 井 康 嗣 会 員
山 﨑　 薫 会 員

「キュータの知らない消防の世界」
※「キュータ」とは東京消防庁の広報マスコットキャラクターの名前

本郷消防署　署長 平本　隆司　様
紹介者　深澤壽一会員

会長報告

1．今週 31 日（金）14：00 ～　文京シビックセンター

小ホールにて「職場体験発表会」が行われます。

東京都の方針などにより今回が最後となります。

メークアップにもなりますので、ぜひご参加下

さい。

＊ 2月 12 日は休会となります。

2 月 5 日　第 1345 回例会 2020 年 2 月 5 日発行（No.1291）

1 月 29 日　第 1344 回例会報告
幹事報告

1．米山奨学会より、確定申告用の領収書が届きま

したので、メールボックスへ配布いたしました。

ご確認をお願い致します。

尚、ロータリー財団寄付の領収書は、まだ届い

ておりません。届き次第、対象者の方へお渡し

いたします。

2．1 月 27 日沖縄・29 日在京での「地区ロータリー

財団セミナーに星野地区補助金副委員長として

出席されました。

明日 30 日は、地区大会に関する打ち合わせが行

われ、小出ガバナー補佐並びに松下地区社会奉

仕委員長が出席されます。

3．例会後「第 3 回　クラブフォーラム　クラブア

イデンティティについて考える　～ローターア

クト・新世代会議について～」を行います。

忌憚ないご意見をお願い致します。

出　　席

会員数：54名　出席免除者数：5名　出席数：37名

欠席数：12 名　出席率：76.51％

1 月 8 日修正後出席率：86.00％

クラブゲスト：金　玄郁君（米山奨学生）



3 月分　他クラブ情報
―休会―

3 月 16 日（月）	 東京池袋西 RC

17 日（火）	 東京板橋 RC

18 日（水）	 東京王子 RC

20 日（金）	 東京小石川 RC、東京板橋ｾﾝﾄﾗﾙ RC

23 日（月）	 東京上野 RC

25 日（水）	 東京豊島東 RC

26 日（木）	 東京池袋 RC

30 日（月）	 東京池袋西 RC

31 日（火）	 東京北 RC、東京板橋 RC

―夜間例会に変更―

3 月 25 日（水）	 東京浅草中央 RC

	 　（RAC との合同例会）

27 日（金）	 東京小石川 RC

	 　（創立 50 周年記念式典）

―移動例会に変更―

3 月 10 日（火）	 東京後楽 RC（台湾景福 RC 訪問）

12 日（木）	 東京池袋 RC

	 　（3/11 豊島東 RC との合同例会）

16 日（月）	 東京浅草 RC、東京上野 RCRC※

18 日（水）	 東京浅草中央 RC※

24 日（火）	 東京後楽 RC

	 （3/27 小石川 RC 創立例会へ）

27 日（金）	 東京板橋ｾﾝﾄﾗﾙ RC

	 （創立 25 周年記念例会）

30 日（月）	 東京浅草 RC（なごり桜の会）
※上野、浅草中央、浅草 RC との合同例会・上野精養軒

以上

ニコニコＢＯＸ	 24,000 円

累　　計	 595,243 円 「47 都道府県、すべての県で
1泊以上の記録達成」

加藤利雄会員

50 年近くのサラリーマン生活での転勤・出張、定

年後の家内との観光旅行等で、47 都道府県のうち 1

泊もしていない県が 2 県あることに気が付いた。岩

手県と福井県である。

2019 年 8 月末、大曲花火大会の帰路、盛岡メトロ

ポリタンホテルに宿泊、翌日バスで釜石に行き、復

興した三陸鉄道で南下、その後東北新幹線で帰京し

た。残りは福井県である。休暇村の広報誌「倶楽部Q」

に東尋坊、永平寺近くに「越前三国」があることを

知り、早速申込み、娘を連れて 1月 27 日、28 日行っ

てきた。暖冬の影響で雪はほとんどなく旅行客もま

ばらで旅を楽しめた。日本海のカニや永平寺のそば

に舌鼓を打ち、帰りに寄った金沢兼六園の「雪吊り」

は、全く雪がないので異様に見えた。　　　　以上

ニコニコＢＯＸ

＊小林佳俊会員

誕生日祝い、ありがとうございます。

＊加藤利雄会員

1 月 27 日、28 日で東尋坊（福井県）に 1 泊。こ

れで 47 都道府県全てに 1泊の記録達成を自祝。

＊中西文太会員

先期、黒字になりました。

＊清水卓治会員

澤部さん、お世話になりました。

＊澤部利藏会員

清水卓治会員、お世話になり、ありがとうござい

ます。

＊河合　洋会員

家内の誕生日祝い、ありがとうございます。

＊齋藤陽彦会員

特別記念日のお祝い、ありがとうございます。

ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

本日の例会にて、

ロータリー財団寄付	 2 名	 20,000 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。

（公財）ロータリー米山記念奨学会ニュース

【★	ハイライト	よねやま238 号	★】

2020 年 1 月 14 日発行

【今月のトピックス】	

・第４代よねやま親善大使を募集

・海外応募者対象奨学金申し込み状況

・寄付金速報　-前年度に比べてやや減少-

・2020-21年度地区米山奨学委員長セミナーを開催

・ロータリーの輪で実現「こころのサンタ運動	in	千葉」

そのほかの記事は、ぜひ PDF 版をご覧ください。

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

pdf/highlight238_pdf.pdf	

▼全文は、こちらよりご覧ください。	

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

highlight238_pdf.pdf

以上


