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ロータリーを楽しもう！
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葛飾北斎描く千住より眺望の富士

第 2780 回

2017 年 7 月 6 日

2017 年 6 月 29 日 第 2779 回例会報告
最終例会／夜間例会
点
鐘
ロータリーソング 「四つのテスト」
来

賓


ゲスト
１名
アン ホニョンさん(米山奨学生)
セ レ モ ニ ー


青少年交換学生受け入れ感謝状授与
…東京江北ロータリークラブ
カウンセラー感謝状…追分義郎君
ホストファミリー感謝状授与
…谷茂岡昭君
…影山幸一郎君
…高橋史郎君
…園部経夫様（東京上野）
会 長 報 告


なし



出 席 報 告 会員52名中41名
前々回訂正出席率









なし

委 員 会 報 告


国際奉仕委員会…夏期交換学生 50 周年ハ
ワイジョイントミーティングープロジェ
クト協力に対して謝辞があった。

出席率79％

91.84%(6/8)

ニコニコ（●＾o＾●）ボックス

幹 事 報 告


次年度青少年奉仕委員会…インターシッ
プの職場体験の依頼が赤羽商業高校から
あり、会員に協力を求めた。





お誕生日祝
…中山君
ご結婚祝
…岩城君
奥様お誕生祝
…中山君
吉田会長 谷茂岡幹事…東京江北ロータリー
クラブの皆様、一年間、大変お世話になりまし
た。皆様のおかげで今日の最終例会を迎える
ことができました。ありがとうございました。
佐藤(徹)君 伊藤君…吉田会長、谷茂岡幹事、
一年ご苦労様でした。
、
矢島君 海老沼君…吉田会長、谷茂岡幹事、一
年間ご苦労様でした。芝エレクト塚越幹事エ
レクト、次年度宜しくお願い致します。理事役
員の皆様、一年間ありがとうございました。
石鍋君…会長、幹事、一年間有難うございまし
た。
福本君 小林君…吉田会長、谷茂岡幹事、一年
間、お疲れ様でした。
荻原君 小出君…吉田会長、谷茂岡幹事、一年
間ありがとうございました。
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樽澤君 ベルマン君‥吉田会長、谷茂岡幹事、
おつかれ様でした。
原田君 谷中君…吉田会長、谷茂岡幹事、1 年
間お疲れ様でした。色々あった 1 年間を乗り
切りましたので、次年度からはロータリアン
としての楽しいロータリーライフを楽しんで
下さい。
戸塚君 張替君…吉田会長、谷茂岡幹事、一年
間ご指導ありがとうございました。お疲れ様
でした。
鈴木(寿)君…吉田会長、谷茂岡幹事、一年間御
苦労様でした。
岩城君…吉田会長、谷茂岡幹事さん、はじめ役
員の皆さん、一年間ご苦労様でございました。
芝君 塚越君…吉田会長、谷茂岡幹事、一年間、
本当にお疲れ様でした。次年度も見捨てず宜
しくお願い致します！
畠山君 今井君…吉田会長、谷茂岡幹事、お疲
れ様でした。又、芝次年度会長、塚越幹事、来
月よりよろしくお願い致します。
人見君（親睦活動委員長）…皆様、一年間、大
変お世話になりました。親睦活動委員会の皆
様、ご協力ありがとうございました。
平岩君 影山君…吉田会長、谷茂岡幹事、一年
間お疲れさまでした！！
影山君 追分君 高橋君…６月２３日、ジェイ
ドが無事に帰国いたしました。皆様、お世話に
なり、ありがとうございました！
ホールインワン記念一同（岩城君 福本君 追
分君 中山君 吉田(潤)君 稲吉君）…おめでと
うございます。矢島さん、ありがとうございま
す。
親睦活動委員会一同(人見君吉田(潤)君 船木君
小林君 今井君 鎌田君 高橋君 稲吉君)…皆様、一
年間、お疲れ様でした。お世話になりました。
ＳＡＡ一同(樽澤君 長谷君 中山君 影山君 平岩
君 追分君)…吉田会長、谷茂岡幹事、一年間、
お疲れ様でした。

合計 89,000 円

一年を顧みて

６月２９日、2016-17 年度最終例会は夜間例会
に変更をして、吉田会長、谷茂岡幹事より「一
年を顧みて」という演題で、スピーチをいただ
きました。

海老沼副会長より懇親会の乾杯をいただきま
した。また理事会より、吉田会長、谷茂岡幹事
に対して、一年間、クラブの為に労を尽くして
頂いた感謝状を、戸塚直前会長、張替直前幹事
から贈りました。

累計 2,250,000 円

次回予定

本日の卓話

新旧役員引継式

7/13

「第二回 28 年ぶりのイニシエーションスピーチ」
メンバー
矢島寛君

会長就任挨拶
イアン・ライズリーＲＩ会長も『一人で
は出来ない事も力を合わせれば実現出

2017-18 年度
会長 芝 久雄

来ると、私たちは知っています。
（中略）
このチームワークと協力の精神を忘れ
ずに、地区に戻って実践してください』
と説いておられました。

この度、伝統ある東京江北ロータリーク
ラブの会長を仰せつかり、身の引き締ま
る思いで過ごしております。私は 2006 年
の入会から 11 年目を迎えましたが、勉
強不足のため、ロータリアンとしてまだ

当クラブのメンバーは全員がそれぞれ
委員会に所属して頂いておりますので、
是非この一年間、諸先輩方と若手の皆様
が一緒になって『和』と『友情』を醸成
し、充実した委員会活動を通じて『ロー

まだ未熟でございます。皆様のご指導を
仰ぎながら、誠心誠意をもって会長職を
務めさせて頂く所存でございますので、
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

タリーを楽しもう！』を体感して頂けれ
ばと思っております。

本年度はクラブ創立から 58 年目となり
ます。次年度は IM のホストクラブのお
役目を控えておりますし、その翌年には
60 周年という節目の年も迎えます。その
ため本年度は、IM、そして 60 周年へ羽ば
たけるよう、勢いをつける年度にしたい
と思っております。

て当クラブの円滑な運営のためにも、精
一杯努めさせて頂きます。また皆様のご
助言、ご協力などを頂きながら、充実し
たクラブ年度にして行き、次年度へと笑
顔でバトンタッチさせて頂きたいと考
えておりますので、皆様どうか宜しくお
願い申し上げます。

本年度、私は会長テーマを『ロータリー
を楽しもう！』としました。
例会に始まり、食事会、ゴルフ会など、
様々なイベントを通じたメンバーとの
親睦はとても大切ですし、大変楽しいも
のです。是非その一つ一つを、積極的に
楽しんで頂ければ幸いです。また、本年
度はそれに加えて、皆様には委員会活動
をも楽しんで頂きたいと思っておりま
す。

最後に、この年度を塚越幹事と共に、皆
様がテーマを体感して頂けるよう、そし

ＲＩ会長テーマ

クラブ会長テーマ

ロータリーを楽しもう！

幹事就任挨拶

地区青少年交換委員会／感謝状

2017-18 年度
幹事 塚越 伸博
この度、歴史と伝統ある東京江北ロー
タリークラブにおいて、芝久雄会長のも
と、2017-2018 年度幹事を務めさせて頂
くことになりました。身に余る光栄であ
ると同時に、幹事職の大役を目前にして
身の引き締まる思いであります。
私は、平成２２年１０月７日に入会を
許され、６年 9 か月が経ちます。昨年度
芝会長より幹事職のお声を掛けていた
だき、ぎりぎりまで答えを出すことが出
来ませんでした。ロータリアンとして、
まだまだ勉強不足であると同時に役職
の大きさ、時間的なことも含めて全く自
信がなかったからです。しかし、芝会長
は塚越にしか声を掛けないからとおっ
しゃってくれたことに背中を押されお
受けした次第です。お受けしたからに
は、会員の皆様方のご指導、ご協力を頂
きながら精一杯の努力を致します。
芝会長年度の活動テーマは『ロータリ
ーを楽しもう！』です。クラブ内の「和」
と「友情」を最優先し、一層と居心地の
良いクラブ、明るく、フレンドリーで皆
様に親しんで頂くことを念頭に、幹事と
して活動してまいります。
今までは相当の迷いがありましたが、
今の心境は明鏡止水、一点の曇りもあり
ません。この一年間幹事の責務を一所懸
命努めてまいります。
会員の皆様方におかれましては、ご指
導、ご鞭撻の程、心よりお願い申し上げ
ます。

6 月 18 日、ホテルメトロポリタンで行われた
青少年帰国前報告会で、青少年交換学生受入ク
ラブ、カウンセラー、ホストファミリーの皆様
に感謝状が贈られました。
当クラブのホストファミリーは、谷茂岡さん
(89 日)、影山さん（94 日）、高橋さん(104 日)、
そして青少年交換学生ジュニアカウンセラー
で、お父上様が上野ロータリークラブに在籍
し、地区青少年交換でもご活躍されていた園部
様(38 日)にお願い致しました。
来日直ぐ行われた青少年交換来日・派遣合同オ
リエンテーション（コロンビアインターナショ
ナルスクール 8/18～20）、青少年交換学生 ジ
ャパンツアー（3/24～4/1）にも参加し、充実し
た日本留学になったのでないかと思います。皆
様、ご協力ありがとうございました。

感動の一枚

