
     

次回予定 8/27 
 

「地区ロータリー財団補助金奨学生として過ごした一年」 
ロータリー財団補助金奨学生 

須田詩織さん 
紹介者 長谷君 

本日の卓話 
 

「会員増強について」 

メンバー（元会長） 

原田寛君 樽澤忠正君 荻原芳樹君 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 2700 回   2015 年 8 月 20 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8月 6日例会に鈴木喬ガバ 

ナー、坂田修一地区幹事が 

江北例会に出席されました。 

 

 

 

ガバナーは 7月 20日

で入会 26年 100％、

8月 19日は誕生日で

す。 

2015 年 8 月 6 日 第 2699 回例会報告    
点 鐘  

国 歌 「君が代」 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

来 賓  

  ゲスト３名 

八木冨美子氏（東京足立会長） 

笠井和利氏（東京足立幹事） 

高橋榮二氏（東京武蔵野中央） 

 ビジター３名 

鶴川高男氏（東京東） 

内藤勉氏（東京南） 

渡邉恭司氏（東京上野） 

セ レ モ ニ ー  

  寄付 

ロータリー財団･･･原田寛君 

米山特別寄付･･･原田寛君 

希望の風奨学金･･･原田寛君 

会 長 報 告  

  なし 

幹 事 報 告  

  8月のロータリーレートは１ドル 124円

となります。 

 本日例会終了後、13時 40分より桔梗の

間に於いて、第 2回の理事会を開催致し

ます。 

 8月 2日に開催されました、国際ロータ

リー第 2580地区インターアクト年次大 

 

 

 

 

 

WEEKLY REPORT 
例会日 木曜日 12：30～13：30 

例会場 上野精養軒 TEL.03（3821）2181 

事務所 〒130-0013 東京都墨田区錦糸 1-1-5 Aビル 6F 

 TEL.03（5637）4602 FAX.03（5637）4611 

 http://www.tokyo-kohoku-rc.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

葛飾北斎描く千住より眺望の富士 

東京江北ロータリークラブ  
会 長 戸塚 誠一郎  ／ 会長エレクト 吉田 正行 

幹 事 張替 俊光 ／ 副幹事 谷茂岡 昭 
会報・IT委員長 羅山 能弘 

 

 
 

 

Be a gift to the World 

 RI 会長 

ラビンドラン 

ロータリー 

思いをかたちに 
 

東京江北RC 会長 

戸塚 誠一郎 

 

 

 会で沖縄に行ってまいりました。当クラ

ブからは戸塚会長をはじめとして、合計

11名で参加致しました。登録も 12名の

会員の方に頂きました。ありがとうござ

いました。詳細に関しましては、本日の

週報に載っておりますので、ご一読頂け

ると幸いです。 

 夏期交換学生で当クラブより派遣致して

おります、山下ひかりさんが 8月 18日

15時 20分成田着の便にて帰国予定で

す。お時間のあります方はお迎え頂ける

と幸いです。 

 本日、東分区懇親ゴルフ大会のご案内を

メールボックスに配布致しました、ゴル

フをされる方は是非、ご参加下さい。 

 次週 13日の例会ですが、夏期休会とな

ります。お間違えなきようお願い致しま

す。 

委 員 会 報 告  

  青少年奉仕委員会･･･8月 9日に青少年交

換学生の鈴木響子さんがデンマークに出

発致します。9時 30分集合にてお見送り

を致します。お時間のある方は参加下さ

い。 

 雑誌広報委員会･･･本日ロータリーの友

が配布されております。ロータリーの友

には毎月、各委員会の参考となる内容が

多数掲載されております。皆様、是非、

目を通す様にお願い致します。 

 

 

出 席 報 告 会員56名中40名 出席率71％ 

前々回訂正出席率 91.67％ (7/23) 
  

ニコニコ（●＾o＾●）ボックス 

 

 26年 100％祝 

  2年 100％祝 

 会員お誕生祝 

 奥様誕生祝 

 

……鈴木(喬)君 

･･･鎌田君 

･･･高杉君 鈴木(喬)君 

･･･追分君 鈴木(喬)君 
 
 戸塚君 張替君…東京足立 RC八木会長、笠井

幹事、ようこそいらっしゃいました。歓迎いた

します。本日は広島平和記念日です。70 回目

の原爆の日になります。先日行われましたイ

ンターアクト年次大会で、ある高校生が平和

とは普通にシャンプーが使える事と言ってお

りました。私たちも普通の日常をロータリー

活動を通じて、願っていきたいと思います。 

 八木冨美子氏 笠井和利氏 佐久間洋行氏

（東京足立）…東京足立ロータリークラブよ

り会長幹事、地区副幹事新任のご挨拶にまい

りました。宜しくお願い致します。 

 高橋榮二氏（地区実行委員会幹事／東京武蔵

野中央）…今年度の地区大会の打ち合わせで

お伺い致しました。よろしくお願い致します。 

 吉田君 谷茂岡君…本日より高校野球が始ま

りました。しばらく観戦で来て楽しみです。 

 矢島君…インターアクト年次大会にご出席の

皆様、ご苦労様でした。 

 原田君…「ガバナー月信」の巻頭言は鈴木喬ガ

バナーの力作です。是非、御一読下さい。 

 濱中君…お久しぶりに出席できました。 

 畠山君…今日は本職の一部です。いつもとギ

ャップが大きいかも知れませんが、よろしく

お願いします。 

 高橋君…今週から海外旅行に行ってきます。 

 畠山君 人見君 小出君 岩邉君 張替君 船木

君 谷茂岡君 今井君…インターアクト年次大

会が沖縄で行われました。天気に恵まれ、全員

参加のエイサー踊り、楽しい会になりました。

戸塚会長、沖縄料理、美味しかったです！！ 

 船木君 影山君 張替君 鎌田君 村上君…親睦

活動委員会・会合（浅草）先日はご馳走になり

ました。これから一生懸命がんばります！ 

 どぜう愛好会一同…暑気払には、どぜうが一

番！ 

 合計 80,000 円  累計 569,000 円 

 

THE ROTARY CLUB OF TOKYO-KOHOKU 

 

 
 

8 月 6 日(木)の卓話は、会

員で西光院住職 畠山信弘

君より「高野山と根来山」と

いう演題でお話をいただ

きました。 

 

卓   話 

 
 

東京足立ロータリ

ークラブ今年度の

八木冨美子会長、

笠井和利幹事が年

度のご挨拶に来会

されました。 

 

 

2015-16 年度地区

大会ホストクラブ

を努める東京武蔵

野中央ロータリー

クラブ、地区大会

実行委員会 高橋

榮二幹事が来会さ 

れ、ご挨拶をいただきました。 

地区大会の地区役員担当は海老沼地区副幹事が任

命され、担当ホストクラブの東京武蔵野中央ロー

タリークラブへ頻繁に足を運び、密に連絡をとり

ながら準備を進めています。 

地区大会実行委員会幹事来会 

足立 RC会長幹事来会 

鈴木喬ガバナー例会出席 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 2580 地区 東京ロータリークラブ 

ガバナー公式訪問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
写真右から、山本泰人氏（東京 RC／地区職業奉仕委員長）諸戸精孝氏（東
京 RC 会長）鈴木喬ガバナー 鈴木孝雄氏（東京池袋 RC／2014-15 年度ガ
バナー）坂田修一地区幹事 木村平右衛門氏（東京 RC 幹事） 
 

 
今回は、日本で最初に誕生した東京ロータ
リークラブ・ガバナー公式訪問の週報（報告
号）をご紹介いたします。※東京ロータリー
クラブの創立は 1920 年 10 月、今年度で創
立 95 周年を迎えます。 

 

 

 

 

 

2015 年 7 月 22 日 

東京ＲＣ週報 

 

 

 

 

国際ロータリー第 2580 地区 

 ガバナー 鈴木 喬氏 

K.R.“ラビ”ラビンドラン RI 会長（以下、ラビ会長）は、テーマとし

て“Be a gift to the world”（和訳：世界へのプレゼントになろう！）

を掲げています。1月のサンディエゴの国際協議会で発表されました。 

 アメリカの短編小説の大家・オー・ヘンリーの作品に『賢者の贈り

物』があります。ジムとデラという貧しく若いカップルの唯一の宝物

が、ジムのおじいさんが残した懐中時計です。デラは少女の頃から慈

しんだ長い髪を切って懐中時計用のプラチナの鎖を買ってあげたい、

ジムは懐中時計を売ってデラのために櫛を買ってあげたいと、二人は

それを実行します。そして、クリスマスのプレゼントをあげようと思

った時には、髪も時計もない。オー・ヘンリーは作品の末尾に、「人に

物を贈る人の中で、この二人こそ本当の賢者である」と書いています。

これを最近読み直した時に、ラビ会長のテーマの精神につながるのか

なと思いました。一人ひとりがこのテーマを心の中で紐解いて、ロー

タリーの行動とどうマッチするか考えていただければ幸いです。 

 ラビ会長の方針は大きく４つあります。 

 １つ目は、例年どおり、会員増強です。ただ、私はそれを声高々に

は申し上げません。地区内 70 クラブそれぞれが努力をしておられる

ので、皆様も新しいパートナー、フェローシップを作れるよう心がけ

ていただきたいと思います。 

  

決まっていないのは、RI 会長代理にどなたが来るかだけです。一番の

ターゲットは職業奉仕を具現化することで、テーマは「職業奉仕の具

現化～お江戸日本橋と浅草」です。その一つのステップとして、７月

28 日にロイヤルパークホテルで第１回職業奉仕セミナーを行い、パ

ネリストに職業奉仕の神髄を語っていただきます。来年の地区大会は

財務面での不安を抱えつつ計画を練っていますので、当日の参加は無

理としても、ぜひ登録をお願い致します。 

 次に米山奨学事業についての理解をいただきたい。一つは財団法人

米山記念奨学会のサポートです。現年度 32 名の学生を当地区で預か

りましたが、今年 10 月の面接試験で 40 名の奨学生を預かります。

この人数は直前年度の各地区の寄付金の額によって決まります。今年

よりもさらに多い寄付が集まると、来年は 40 名を超える奨学生を預

かることができます。 

 また、米山奨学生 OB がそれぞれの分野で活躍しています。東京に

いる OB は多く、学友会があります。学友会東京は、毎年 7 月第一土

曜日に清澄庭園で年次総会を行っており、今年も約 80 名の OB が集

まりました。こちらへの支援もお願いします。 

 もう一つ、三島にある米山梅吉記念館は、老朽化のため 1998 年に

現在の新館が、全国のロータリアンの浄財と借入金合せて 3 億 5 千

万円で建てられました。現在、三島長泉ロータリークラブを中心に地

域のクラブがサポートしながら細々と運営しています。記念館をサポ

ートする寄付額は、会員一人当たり 100 円です。できれば恒久的にお

願いします。 

 特別委員会を４つ作らせていただきました。一つは「日台友好特別

委員会」です。昨年 1 月 26 日に台湾で「台日」がありました。隔年

開催で、金沢の第 2610 地区にホストを務めていただきます。2016

年 6 月 5 日、日台友好金沢会議にぜひ出席下さい。 

 次に日韓友好親善会議です。日韓は、東京大会が目前に迫り、9 月

4 日に新高輪プリンスホテルで開催されます。当地区から既に 100 名

近い登録をいただいています。それに対する支援活動を委員会が行い

ます。もう一つは来年の 5 月 28 日から 5 日間開催されるソウル国際

大会のサポート活動です。5 月 28 日から 6 月 1 日がソウル大会、そ

の週末日曜日の 6 月 5 日が日台友好金沢会議と非常にタイトですが

両方、あるいはどちらかにご参加いただきたい。 

 「ロータリー希望の風奨学金支援特別委員会」を作りました。この

奨学金は、東日本大震災によって災害遺児となった青少年に４年間ま

で毎月奨学金を出すもので、現在約 200 名を支援しており、原資は 6

億円になりました。しかし、あと 17 年ほど続けなくてはなりません。

毎年、直前年度にロータリアンの浄財をいただきながら事業を推進し 

ます。日本 34 地区のうち 13 地区は一緒に

動いています。特別委員会には、残りの 21

地区、関東周辺、関西周辺地区にうかがい、

奨学金のご理解と協賛を得るための啓発活

動を、寄付の話は一切せずに行うようお願い

しています。 

 「バギオ基金支援特別委員会」も設置しま

した。バギオ基金については、現在の状況を

ご存じない方がほとんどです。活動や継続性

について、委員長が説明しますので、卓話に

呼んでいただければと思います。 

 新年度が始まって 3 週間しかたっていま

せん。貴クラブもこれから 1 年間の計画に沿

って、素晴らしい強固なロータリー活動をさ

れると思います。私ども地区もそのサポート

をできる限りさせていただきます。 
 
2015 年 7 月 22 日（水）卓話を東京ＲＣ 

会報委員が纏めたものです。 

東京ＲＣWeb Site 卓話より 

 
 ２番目には、2010 年から３年かけて RI は未来の夢計画を実施し
ました。当地区も応募した 534 地区から 100 地区に選ばれ、参加
しました。今年度は３年目に当たり、活動は順調に円滑に進んでい
ます。前年度は、全国 34 地区のうちベスト 10 に入る活動をしまし
た。 
 エンド・ポリオ・ナウも続いています。ラビ会長は 2018 年、３
年後に発症国ゼロ宣言をしたいと、あと３年間の支援のお願いをし
ています。現在の発症国はバングラデシュ、パキスタン、ナイジェ
リアの３ケ国ですが、ナイジェリアについては昨年８月以降今年７
月まで発症例ゼロです。あと２カ月発症ゼロが続くと、WHO がゼロ
宣言をします。完全にポリオが発症しない状態になるには、さらに
２年間の実績を待たなければなりませんが、2018 年の最終ターゲ
ットに向かっています。 
 第３は、中核的価値観に基づく戦略的計画の確立です。ロータリ
ーの活動では４つあります。 
 一つは各クラブに対するサポートと強化。二つ目に人道的奉仕の
重点化と増加。三つ目に、公共イメージと社会におけるロータリー
の認知度の向上です。2 月 23 日のロータリー創立記念日に、当地区
は、都内のオーロラビジョンを使ったアピールを続けています。新
しいプログラムを制作中で、ロータリーと他の異業種団体との違い、
社会奉仕活動の内容を社会にアピールします。また、各 70 クラブ
のホームページを一ヶ月間共有し、一般の方がホームページを見た
時に同じ内容になるように、地区では制作を推進しています。 
 4 つ目に DLP（地区リーダーシッププラン）と CLP（クラブ・リ
ーダーシップ・プラン）の活用です。DLP については、当地区では
1999 年にガバナー補佐制を採用しました。分区のガバナー補佐に
はもっと大きな力を発揮していただくため、分区内各クラブの会長、
会員との情報共有とサポート活動の推進を図る権限を委譲しまし
た。 
 2015 年 3 月 31 日に清瀬ロータリークラブが消滅しました。こ
れまで当地区では CLP の活用はありませんでしたが、各クラブの活
性化のために当地区でもCLPの活用を念頭に置いていきたいと思っ
ています。 

次にラビ会長の方針の大きなものは、ロータリー・リソースの活用

です。一つは人材です。ロータリーコーディネーター、ロータリー財

団地域コーディネーターなどの地域リーダーは、地区とは普段接点は

ありませんが、こうした方達の、日本のロータリーのために一緒に動

きたいという要望が RI を通じて伝わってきていますので、活用いた

だきたいと思います。 

 地区内のロータリアンの情報を共有し、意見交換のために必要なの

は、卓話です。毎年卓話者リストを見直し、今年度、貴クラブからは

55 名の登録をいただき、地区内 127 名の卓話者リストを作成しまし

た。この方達にはぜひ他クラブに出かけて素晴らしい卓話をしていた

だきたい。地区内の大きな人材を共有し活用しましょう。 
 次に、青少年交換、インターアクト、ローターアクト、RYLA、米
山奨学生等のプログラムです。学生達をクラブや卓話に呼ぶ、事業
に参画してもらうことを含め若い世代との交友を深めていただきた
い。 

最後にオンラインツールです。まず、My-Rotary の登録です。３月

の PETS（会長エレクト研修セミナー）時に確認したところ、登録者

は４名しかいませんでした。クラブにおいてはロータリー・クラブ・

セントラルへの登録をお願いします。 
 次に私の年間の活動方針をお話しします。地区目標は「親睦と奉
仕」、その根幹にあるのは例会です。現在、日本でもイークラブ（E-
Club）が推進されており、東京の 2750 地区でもここ 3 年間で 7 ク
ラブでき、500 名を超す会員が誕生しています。当地区ではまだあ
りません。私は、ロータリーは例会に出て会員同士が顔を見て、友
情を深めて、親睦しながら奉仕活動でつながる、あるいはその逆も
あり、奉仕活動を通じて例会の充実感を呼び戻すと思っています。
この循環を推し進めることによって、ロータリアン同士の友情が深
まると思っています。 
２番目に来年 2 月の地区大会は、2 日間、ニューオータニで開催

します。すでにプログラムも基調講演含め 99％内定しており、 

鈴木喬ガバナー便り No,6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
7月 9日（日）2015～16年度 青少年交換派遣学生 

鈴木響子さんがデンマークに向けて出発しまし

た。原田直前会長、張替幹事、谷茂岡カウンセラー、

樽澤君、伊藤君が成田空港でお見送りしました。 
 

響子さんお父上様からメッセージ 

昨日は、鈴木響子のデンマークへの出国に際し、皆

様で見送りに来ていただいて、ありがとうござい

ました。おかげさまで、楽しく出発することができ

ました。 

出発便が２時間遅れで、到着地のコペンハーゲン

からの国内線に間に合わないことが分かっていま

したが、幸い次善の策であるその日のうちの後続

便でオーゼンセに着くことが出来たようです。 

その旨、現地時間の 24時頃にホスト宅の自室から

メールがありました。推測するに、日本からのスカ

ンジナビア航空便が、定刻現地時間 16 時 30 分着

のところ２時間遅れて到着し、待ち時間 1 時間 50

分の国内予定便に遅れてしまったので、後続の 21

時 30 分発に変更し、所要時間 40 分でオーゼンセ

の空港に到着したのでしょう。 

現地ホストファミリー宅に到着したことがわかれ

ば一安心ですので、以後は口出ししないようにい

たします。ありがとうございました。 

鈴木隆雄 

青少年交換派遣学生 デンマークへ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏期交換学生 山下ひかりさんが 3週間の滞在を終

え 7月 18日（火）無事に帰国しました。 

成田空港で張替幹事、ベルマン君が出迎えました。

近々、ひかりさんよりウォールナット滞在報告の

為、8月 27日に来会いただく予定です。 

 

夏期交換学生 ウォールナットから帰国 


