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「第 2 回 クラブ協議会」

ガバナー公式訪問

第 2580 地区ガバナー

（東京東江戸川 RC）
嶋村　文男　様

第 1433 回例会 2022 年 10 月 5 日発行（No.1377）

代表取締役／映画監督

紹介者　鈴木嘉男会員

「映画監督として生きて
－二宮金次郎の復興－」

㈱ストームピクチャーズ

五十嵐 　匠　様

本日の卓話（10 月 5 日） 次回の例会（10 月 12 日）

9 月 28 日　第 1432 回例会報告

会長報告

1．既にお知らせいたした通り、加藤利雄会員がご

逝去されました。（享年 91 歳）

加藤会員らしいリーダーシップを発揮され、ク

ラブ運営や奉仕活動にご尽力いただきました。

ここ数年は車椅子での例会出席ではありました

が、8 月にも元気な姿を見せてくださり、残念で

なりません。

加藤利雄会員のご冥福をお祈りして、黙祷を捧

げたいと思います。

幹事報告

1．米山奨学会より、2022-23 年度豆辞典が届きまし

たので、メールボックスヘ配布しました。

また、東京 RC[ が「米山基金」の構想を発表し

てから70周年に当たる為、ネクタイ2種とスカー

フを頒布しています。

希望する方はチラシの QR コードから注文できま

す。

2．本日は、髙橋ガバナー補佐、浅田地区幹事　ご

参加いただき「第 2 回クラブ協議会」を開催い

たします。

各委員長には委員会活動の報告又は進捗を報告

いただきますよう、お願いします。

出　　席

会員数：46名　出席数：35名　欠席数：2名

出席免除者数：4名　特別措置出席免除者数：5名

出席率：94.59％

8 月 31 日修正後出席率：84.21％

クラブゲスト：髙橋義一様（北分区ガバナー補佐）

浅田松太様（地区幹事）

浅田地区幹事    髙橋ガバナー補佐

http://www.t-hongo-rc.gr.jp
office@t-hongo-rc.gr.jp


東京本郷 RC 週報用投稿記事案を目指して

近藤博隆会員

見たい、読みたい、書きたい、そして例会出席に

励みたい、と呼びかけさせて下さい。

1．会員名簿（2022 ～ 2023）7 月 10 日に受け取り、

すぐに会員写真に目を向け、私流にいえば目配

り集中のひと時でした。

2．本郷 RC の会員であるからこその確かめです。私

が最年長ゆえに、クラブ活動への関心状態をあ

らわにして、素直に表示させていただきます。

3．わが人生の道程のあれこれと何となく、引き比

べて感想を重ねているのでしょう。

やはり「四つのテスト」が身についてしまった私

なのです。

真実、公平、好意と友情、そして会員同志　お役

に立っているでしょうか。

私にはしっかり身についているというか、意識し

続けています。

以上

ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

ニコニコＢＯＸ 71,100 円

累　　計 346,828 円

ニコニコＢＯＸ

＊髙橋義一様（ガバナー補佐）

クラブ協議会、よろしくお願いします。

＊浅田松太様（地区幹事）

本日はよろしくお願いします。

＊廣瀬英昭会員

ガバナー補佐と地区幹事様よくおいでになりまし

た。ありがとうございます。

＊三浦謙吾会員

髙橋ガバナー補佐、浅田地区幹事ようこそ東京本

郷ロータリークラブへ。本日はどうぞよろしくお

願いいたします。私事で恐縮ですが、9 月 23 日に

婚姻届を提出してまいりました。今後ともよろし

くご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申

し上げます。

＊本郷　滋会員

ゴメンナサイ。来週月曜日のゴルフコンペ参加で

きなくなりました。子会社の社長が体調不良で退

任するので、一日会議になってしまいました。ガ

バナー補佐、地区幹事、ありがとうございます。

三浦幹事ご結婚おめでとうございます。

＊秋本康彦会員

髙橋ガバナー補佐、浅田地区幹事ようこそ！本日

宜しく御指導の程お願いします。25 年間続けたイ

ベント無事完走し、引退しました。

三浦さん、ご結婚、おめでとう !!

＊小出　豊会員

髙橋ガバナー補佐、浅田地区幹事、ようこそ笑顔

溢れる東京本郷ロータリークラブへ！

本日は、御指導よろしくお願いいたします。三浦

さん、結婚おめでとう！

＊中西文太会員

左足の肉離れは、95％回復しました。来週の北分

区予選も頑張ります。

＊篠崎陽一会員

皆様ご無沙汰しております。少しおちつきました

ので出席します。

＊清水卓治会員

誕生日祝い、ありがとうございます。

家内も 84 歳となりました。

＊米倉伸三会員

誕生日祝い、ありがとうございます。

＊飯塚貞子会員

三浦さん、ご結婚おめでとうございます。素敵な

奥様とのツーショット楽しみにしております。

＊古関伸一会員

松下さん韓国から無事お帰りなさい。いろいろご

迷惑をお掛けしてすみませんでした。元米山奨学

生の河さんの娘さんの結婚披露宴に松下さんと一

緒に招待されましたが、急遽キャンセルしました。

松下さんには、航空券の手配からビザ等の取得を

してもらいましたので !!

＊杉山和也会員

17 回目の結婚記念日をむかえました。これからも

つつがなく過ごしたいと思います。

＊深澤壽一会員

加藤会員、死亡の報を聞き残念。初代理事会メン

バー、これで池上本門寺 菅野貫主と私だけ。寂

しいかぎり。

＊澤部利藏会員

髙橋ガバナー補佐、浅田地区幹事、本日もどうぞ

宜しくお願い致します。浅田さん地区環境委員会

ではお世話になっております。

三浦幹事、ご結婚おめでとう！

＊田上睦深会員

誕生日祝い、ありがとうございます。

「訃報のお知らせ」

加藤 利雄会員 

ご逝去日 2022 年 9 月 19 日 享年 91才

入会日 1991 年 3 月 13 日

CTC　Kato技術士事務所 所長 

ロータリー財団　メジャードナー　レベル1

第19回　米山功労者　メジャードナー

心よりご冥福をお祈り申し上げます



例年行われる米山奨学生との旅行は、コロナ禍拡

大の影響により１泊旅行は取り止めとなり、1 日目

は東京研修、2 日目は現地集合現地解散での米山梅

吉記念館訪問等の活動という内容に変更されての実

施となりました。

1 日目 国際ロータリー第 2580 地区

 地区米山奨学部門主催　市ヶ谷研修会

2022 年 9 月 3 日（土）　

13:30 開会挨拶　地区米山委員長　猪飼昭彦

13:31 ガバナーご挨拶

 第 2580 地区ガバナー　嶋村文男様

13:40 模擬卓話 1　タイ米山学友

 インタラチット・ヌンヌットさん

14:10 模擬卓話 2　米山学友

 バーネット , クリスタル ジェードさん

14:40 危機管理について　大森危機管理委員長

15:15 グループディスカッション

米山学友の二人の活躍と、その成果がロータリー

クラブの米山奨学制度無くしてなしえなかったとい

う話を頂き、ロータリアンとしての活動意義を再確

認出来ました。

危機管理においては、パワハラセクハラなどのハ

ラスメントへの注意喚起となりました。

また、グループディスカッションでは、米山学友

と現役米山奨学生との話し合いから、奨学生時代の

かかわりと、その後も続く信頼関係が重要であり、

東京本郷ロータリークラブの米山友の会の素晴らし

さを再認識出来ました。

2 日目 国際ロータリー第 2580 ＆ 2620 地区　米山

記念奨学生合同　米山梅吉記念館訪問・柿

田川湧水公園清掃奉仕作業

2022 年 9 月 4 日（日）　　　　　　　　　

　　　　　　　　

9:00 JR 三島駅集合

9:30 柿田川公園到着

10:00 奉仕作業

12:30 柿田川公園出発

13:00 米山記念館到着昼食

13:40 米山記念館卓話

15:00 米山記念館出発

15:30 三嶋大社到着

17:00 JR 三島駅到着　解散

2022.9.28

東京本郷ロータリークラブ

米山奨学生　千 宰弘（チョン・ジェホン）君

カウンセラー　星野大記

2022 地区米山奨学生との研修報告

前日の研修で仲良くなった他クラブ

の奨学生とチョン君と一緒に東京駅に

集合し出発。現地集合して柿田川公園

にて、カウンセラーが同行していない

奨学生が多くいたため、皆を集めて、

LINE 交換し、グループ LINE を作って、

連絡先、情報、写真のシェアを実施し

ました。学友の現委員長とも仲良くなっ

て、行動を共にしました。

米山梅吉翁の偉大な経歴と考え方を

学び、ロータリー活動への向き合い方

を再確認しました。

国籍がバラバラで

も、若くて活発な学

友や奨学生の仲間た

ちとの交流を通じて、

とても楽しい時間を

過ごしました。



現地解散後も仲良くなった学友と奨学生たちと一緒に東京駅まで帰り、

東京駅の近くの居酒屋で更に少しだけ親睦を深めて解散しました。

沖縄の RC 所属でインドネシアのバリ島出身の奨学生が雪を見たことが

無いと言っていたところ、みんなで雪を見に行きたいねと、冬の温泉旅

行の企画まで出る、とても楽しい仲間となりました。

このような機会を頂けて、とても幸せです。

これからも先ずはチョン君のカウンセラーとして励みたいと思います。

以上

米山記念奨学生合同合宿研修の感想文

東京本郷RC　米山奨学生　千　宰弘

9月 3日から 4日にかけて行われた
米山記念奨学生合同合宿研修を通じて
ロータリーの精神を肌で感じることが
できたと考える。まず、9月 3 日には
タイとアメリカから来られた先輩たち
が国内外で活躍していらっしゃること
を見て、私も将来ロータリー奨学生出身
として誇りを持って活躍していきたい
と思った。9月 4日には三島に集まっ
て奉仕作業を行い、米山記念館で米山奨
学財団の歴史を学んだ。この 2日を通
じて、今の私が米山奨学生として支援を
受けることに感謝し、奨学期間が終わっ
ても常に「超我の奉仕精神」を忘れずに
履行することを誓った。


