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第 2 回 クラブ協議会

テーマ「今年度の委員会活動報告
並びに次年度への申し送り」

会長報告

1．本日は、第 2 回オープン例会です。多くのゲス

トが来会され、にぎやかな例会となっております。

この機会に東京本郷ロータリークラブをご理解

いただければ光栄に存じます。

伊藤病院　院長

紹介者　渡辺新吉会員

第 1418 回例会 2022 年 5 月 25 日発行（No.1363）

「我が国の医学教育」

伊藤 公一　様

紹介者　飯塚貞子会員

「カーボンニュートラルについて」

㈱ JEC 商事　代表取締役社長

渡部 俊英　様

本日の例会（5月 25 日） 次回の卓話（6月 1日）

「内容を録音したデータが事務局にあります」

卓 話

5月 18 日　第 1417 回例会報告

卓話をされる伊藤様

幹事報告

1．東京都消費生活総合センターより、「出前講座」他、

各種パンフレットが届いております。クラブ事

務局で保管していますので、お問い合わせくだ

さい。

2．20 日（金）は親睦日帰りバスツアーとなります。

集合 7：40　　出発 8：00

集合場所は、エドモントロビーです。遅れるこ

とのないようご留意下さい。

3．来週 25 日に第 2回クラブ協議会を開催します。

テーマ「今年度の委員会活動の発表並びに次年

度への申し送り」となりますので、新旧委員長

のご出席をお願い致します。

現年度委員長においては、欠席の場合、代理又

は報告のレポートをご提出下さい。
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ニコニコＢＯＸ 10,000 円

累　　計	 779,970 円

ニコニコＢＯＸ

＊伊藤公一様（卓話者）

卓話者　伊藤様より、お車代をニコニコへいただ

きました。心より感謝申し上げます。

＊飯塚貞子会員

本日は、株式会社 JEC 商事　渡部俊英社長と紫焔

窯マネージャー　張久子さんをご招待を致しまし

た。世界中から患者様がお見えになる伊藤病院・

伊藤先生の貴重なお話しを伺えますのを楽しみに

しております。

＊杉山和也会員

誕生日祝い、ありがとうございます。

本日の例会にて、

ロータリー財団寄付	 1 名	 120,000 円
米山特別寄付	 2 名	 80,000 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266 号	★】

2022 年 5 月 13 日発行

【今月のトピックス】

・米山梅吉翁の合同墓参

・寄付金速報　－ほぼ前年同期比並みで推移－

・博士号取得状況

・米山がオンラインでつなぐ日本とミャンマー

・大牟田から巣立った日台の懸け橋

《今月のピックアップ記事》

米山梅吉翁の合同墓参

関東にある 4 学友会会長と学友が 4 月 23 日、米

最終例会のご案内

本年度も終わりに近づいて参りました。日頃の皆

様のご協力に対し、厚くお礼申し上げます。

下記の通り、最終例会を開催いたします。

2019-20 年度井田会長年度の最終例会が延期と

なっておりましたので、合同開催として行いたいと

存じます。夫君・夫人もお誘いいただき、ご参加下

さい。

また、会員登録料は不要ですが、夫君・夫人のご

参加についてはお一人 \5,000 の登録料をお願い申

し上げます。

記

日　時 2022 年 6 月 29 日（水）18：00 ～ 20：00

場　所 ホテルメトロポリタンエドモント

2F 万里の間

登録料 夫君・夫人　5,000 円（お一人）

※最終夜間例会は、ハイブリット例会と致しません。

※お酒の提供もさせていただきますが、歓談の際は

マスク着用をお願い致します。

以上

出　　席

会員数：50名　出席数：31名　欠席数：7名

出席免除者数：5名　特別措置出席免除者数：7名

出席率：81.58％

4 月 27 日修正後出席率：81.08％

クラブゲスト：佐藤典久様（渡辺会員ゲスト）

白井貴子様（渡辺会員ゲスト）

渡邉奈津子様（田上会員ゲスト）

馬場彩月様（田上会員ゲスト）

富田直樹様（小出会員ゲスト）

張　久子様（飯塚会員ゲスト）

渡部俊英様（飯塚会員ゲスト）

山梅吉翁の墓参のため、横浜市鶴見区の総持寺を訪

れました。

この合同墓参は 2018 年に第 2580 地区（東京都・

沖縄県）と第 2590 地区（神奈川県横浜市・川崎市）

が始めたもので、その後、コロナ禍のため中断。

今年再開するにあたって近隣地区にも声を掛け、

上記 2 学友会の会長・学友・奨学生に加えて、第

2750 地区（東京都）・第 2780 地区（横浜市・川崎市

を除く神奈川県）の各学友会会長、第 2590 地区米

山委員 2 人の計 15 人が参加し、墓所の清掃と供花、

總持寺内の見学をしました。

今回は初めて 4 学友会の会長が揃って梅吉翁の墓

参をしたということで、それぞれがこの奨学事業の

始まりに思いをはせ、今後の学友会を活発にしたい

という気持ちを新たにした様子でした。

▼全文は、こちらよりご覧ください。

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/up-

loads/summary/highlight266_pdf.pdf

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/summary/highlight266_pdf.pdf


「３年振りの親睦旅行」

親睦活動委員長　中林ゆかり

この度は 5 月 20 日に３年ぶりの親睦旅行を催行する

ことが出来ました。その模様をご報告させていただきま

す。天候には恵まれたものの、27 名乗りのピカピカな豪

華な中型バスに 9 名という参加者で、早朝からエドモン

トホテルのスタッフの皆さんの盛大な手を振りながらの

お見送りに恐縮しながらも笑顔で出発。（お迎えもいた

だき恐縮）少しの寂しさを持ったのは私だけではなかっ

たかも知れませんが、参加者の皆さんの爽やかな笑顔に

今日一日の無事と成功を心に秘めて一路千葉方面へ向か

いました。

先ずは海ホ

タルでの休憩

を経て、栗原会

員より推薦い

ただいたＮＰ

Ｏ法人 AlonA-

lon オ ー キ ッ

ドガーデンへ視察研修に伺いました。こちらの代表ご自

身が重度知的障碍者のお子さんを持たれている那部さん

が経営される、知的障害者の所得向上、自立支援を目指

されるハウスです。そこは房総の海が見下ろせる高台に

ありました。担当の方のお出迎えを受け、中にお邪魔す

ると、皆さんが一生懸命に育てられた何千株の立派な大

振りの胡蝶蘭に圧倒されます。この胡蝶蘭は普段はお祝

い用などに 1 本 1 万円で贈られるものです。ちょうど朝

礼の始まる声が響き「おはようございまーす！！今日も

元気いっぱいガンバリましょう！！」「ハーイ！」皆さ

んのお顔が明るく清らかで、白い胡蝶蘭に映えています。

栽培には約 50 の工程があるそうで、実にテキパキとご

自分の持ち場に就かれて作業が始まりました。この中で

仕事に自信をつけられて、自立しながら、やがて一般企

業への就職を決めて行かれるのだそうで、お話を伺って

みると世界的な自動車メーカーや誰

もが知っている企業への就職がわず

か半年から 2 年くらいの間に決まら

れるとのことでした。こちらでは本

当にステキな出会いもいただきまし

た。それは、立派に大きく育った胡

蝶蘭の中でも、少しだけ傷がついて

しまったものなど売りに出せないも

のが 1 本千円で売られていたのです。

売れなければ廃棄されてしまうとい

うことなので、私たちは一人 2 本ずつほど計 20 本いた

だき、少し寂しかったバスの空席は全て立派な胡蝶蘭で

埋まりました。まるでお祝いバスのようです！

そこから 30 分ほど移動して、お昼ご飯は創業明治 30

年木更津の味を 100 年以上守り続けた「宝家」であさり

尽くしという御前料理と、地酒を堪能される方々もいら

して、美味しいお料理やお酒に舌鼓をうちました。その

後は木更津の花柳界体験で見番へ。粋なお姉さん方も

コロナ禍で久し

ぶりの出番に少

し緊張の面持ち、

踊りや芸者遊び

などに全員で参

加させていただ

き、45 分間の花

柳界体験はあっ

という間でした（茶菓子・お茶付き）。

その後、地元ボランティアの方々のご協力で、狸ばや

しゆかりの「證誠寺」、木更津という地名の由来（君去

らずが木更津に）になった日本武尊が祀られる「八剱八

幡神社」などをご案内いただき木更津を後にしました。

最後に「はちみつ工房」という、はちみつを「見

て・聞いて・嗅いで・触れて・味わう」というコン

セプトの綺麗な新しい工房でお土産などを購入し無

事に帰路に着きました。今回の旅はご参加いただき

ました会員の皆さん、旅行会社の担当者の方、事務

局の清水さん、ホテル

のご関係者の陰のお力

添えもいただき、天候

にも恵まれ、どちらへ

伺っても歓迎していた

だき、本当に素敵な旅

となりましたことをご

報告するとともに、心

より感謝申し上げます。

来年以降も多くの方々

に親睦旅行にご参加い

ただきたいと思います。

きっとまた新たな素敵

な出会いが待っていると思います。


