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「内容を録音したデータが事務局にあります」

「いにしえ スピーチ」 

古関 伸一 会員

柴山 修一 会員

卓 話

9月 29 日　第 1391 回例会報告

オンライン例会

「日本の教育現場で起きている
物凄い現実と未来への挑戦」

「国連食糧農業機関（FAO）
親善大使の役割

～ SDGs と食品ロス削減について」
未来学園HOPE創設者

日本ホテル㈱　ホテルメトロポリタンエドモント

統括名誉総料理長

梶谷　希美　様

中村　勝宏　様紹介者　中西文太会員

紹介者　松田秀明会員

卓話をする古関伸一会員

卓話をする柴山修一会員

次回の卓話（10 月 20 日）

第 1393 回例会 2021 年 10 月 13 日発行（No.1338）

本日の卓話（10 月 13 日）

会長報告

1．長かった緊急事態宣言が解除となり、10 月から

はハイブリット例会を開催いたしたいと存じま

す。

会場の都合もありますので、追ってご案内させ

ていただきます。

2．本来でしたら、本日は「ガバナー公式訪問日」

であり、若林ガバナーをお迎えしていたところ

ですが、オンライン例会ですと参加できない会

員もいるため、リアル例会での公式訪問を希望

し延期を申し出ました。

新たな日程は 2022 年 1 月 26 日と決まりました

ので、報告いたします。

幹事報告

1．来週10月6日は5日（火）開催の「北分区合同例会・

IM」への移動例会としております。参加人数を

限定しての開催となるため、皆様には YouTube

チャンネル視聴でのご参加をお願いいたします。

開催時間は 13:30 ～ 16:00。後日、YouTube チャ

ンネルよりご覧いただけます。



10 月 20 日　オープン例会のご案内

10 月第 4週は、地区全体にて、オープン例会ウィー

クと位置づけ、仲間となって共に奉仕活動に取り組

みたい会員候補者の方を例会にお呼びいただき、実

際に例会を体験してもらいます。そして、ロータリー

を理解していただいた上で会員増強へもつながれば

と考えております。

当クラブは、10 月 20 日をオープン例会日といた

しました。

是非、貴殿のお知り合いを例会へご招待下さい。

【オープン例会日】

日　　程：2021 年 10 月 20 日　第 1394 回

会　　場：ホテルメトロポリタンエドモント 3F「万里の間」

 千代田区飯田橋 3-10-8

 https://edmont.metropolitan.jp/

卓話演題：「国連食糧農業機関（FAO）親善大使の役割

～ＳＤＧｓと食品ロス削減について」

卓話者：日本ホテル㈱　ホテルメトロポリタンエドモント

 統括名誉総料理長　中村 勝宏様

※ 10 月 20 日はホテルでのハイブリット例会を予定してお

りますが、コロナ感染状況によりオープン例会を延期に

する可能性もございます。

「手話狂言・初春の会」のご案内

親睦委員会より、明年初春の手話狂言の会（演者

がすべてろう者の方になります）をご案内させてい

ただきます。

主催は、社会福祉法人　トット基金　理事長　黒

柳徹子さんで、本番前には黒柳さんの楽しいお話し

もございます。是非ともご参加下さい。

申し込みについては、配布済みの申込書をご記入

いただき、10 月 20 日までにクラブ事務局へご返信

をお願い致します。

また、現段階では公演の開催は決定しております

が、緊急時におきましてのやむを得ぬ中止などの可

能性もございますことをご了承くださいませ。

記

◇公演名 第 41 回手話狂言・初春の会

◇日　程 2022 年 1 月 9 日（日）又は

 1 月 10 日（月）13：30 ～（開演）

◇会　場 国立能楽堂 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-18-1

◇演　目 お話：黒柳徹子

 手話狂言：「蚊相撲」「盆山」「博奕十王」

◇チケット代

 SS 席 5500 円（割引はございません）正面席

 S 席（4500 円）脇正面

 A 席（3500 円）

 B席（2500円）は500円の団体割引金額です。

「例会場変更のお知らせ」

長かった緊急事態宣言が解除となりましたので、

10 月からの例会はハイブリット例会にて開催いたし

ます。

例会場について、皆様が集まりやすいように広い

お部屋に変更をいたしましたので、ご無理のない範

囲でホテルへご参加下さい。

【ホテルメトロポリタンエドモント 12：30 ～ 13：30】

◇ 10 月 13 日　第 1393 回　1F「クリスタルホール」

◇ 10 月 20 日　第 1394 回　2F「万里」

◇ 10 月 27 日　第 1395 回　2F「万里」

              1F「クリスタルホール」に変更

※先日、27 日の会場を「万里」でお知らせしました

が、「クリスタルホール」に変更いたしました。

ニコニコＢＯＸ

＊田上睦深会員

皆様、お誕生日のお祝いありがとうございます。

いくつになったか考えたくないですが、いくつ

になっても今が楽しいとはりきって言えるように

日々精進したいと思います。皆様にご縁がありま

したことを感謝いたします。

＊米倉伸三会員

まさかの後期高齢者となり、毎週日曜日のゴルフ

を楽しみ、自社と数社の取締役、監査役と地域ボ

ランティア活動などで毎日がマグロ状態です。皆

様に感謝です。

ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY「山﨑　薫会員からのメッセージ」
報告：親睦活動委員会

「元気に生きております。ゴルフも楽しんでおり
ます。居合と長唄のお稽古を頑張っています。例
会、郷友会、親睦会で皆様と交流することを楽し
みにしております。」

ニコニコＢＯＸ 2,000 円

累　　計 183,000 円

ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

出　　席

会員数：49名　出席数：20名　欠席数：7名

出席免除者数：5名　特別措置出席免除者数：17名

出席率：74.07％

9 月 8 日修正後出席率：82.76％



【プログラム】（一部抜粋）

13:30 点鐘および開会宣言

  東京後楽 RC 会長 富成明彦

13:35 ガバナー補佐挨拶

  北分区ガバナー補佐 長與博典

13:45 参加クラブの紹介

 Ａグループ　５クラブ 

  北分区ガバナー補佐 長與博典

 Ｂグループ　５クラブ

  北分区ガバナー補佐 星亀賢一

 Ｃグループ　５クラブ

  北分区ガバナー補佐 中川雅雄

14:00 ガバナー挨拶第 2580 地区ガバナー 若林英博

 各種ご案内

14:45 基調講演「もっと元気なクラブに」

  第 2840 地区パストガバナー 本田博己

16:00 閉会点鐘 東京後楽 RC 会長 富成明彦

北分区合同例会・IM

YouTube チャンネル視聴での参加

合同例会・IM ： 13:30 ～ 16:00

10 月 5 日　第 1392 回例会報告

若林ガバナー
北分区ガバナー補佐の皆様

会場の様子講演者　本田様


