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葛飾北斎描く千住より眺望の富士

第 2781 回
2017 年 7 月 6 日 第 2780 回例会報告
新旧役員引継式
点
鐘
国
歌 「君が代」
ロータリーソング 「奉仕の理想」
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アン ホニョンさん(米山奨学生)
 ビジター ２名
河辺禮次郎氏(東京東)
志熊昌宏氏（東京後楽）
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新旧役員引継式
委嘱状授与
地区諮問委員会委員…鈴木喬君
地区指名委員会委員…鈴木喬君
地区立法案検討委員会委員…原田寛君
地区青少年交換委員会委員…羅山能弘君
地区青少年交換委員会委員…守屋裕之君
地区米山奨学委員会ｶｳﾝｾﾗｰ…鈴木喬君
地区米山奨学委員会委員…長谷正一君
新入会員入会式…細沼謙久君
あいあい特別寄付…佐藤保壽君
７月２０日（木）は、
１２時３０分～ 通常例会
１８時～ 新旧役員・地区派遣委員歓送迎会
並びに新入会員歓迎会（浅草ビューホテル）です

2017 年 7 月 13 日
会 長 報 告


いよいよ 2017-18 年度が始まりました。
2006 年７月の入会から今年で 11 年を迎
えました。未熟ですが、皆様のご協力、
ご指導を仰ぎながら会長職を務めさせ
て頂きます。一年間どうぞ宜しくお願い
致します。
幹 事 報 告


７月のロータリーレートは、
１ドル＝１１１円です。
 今年度、上半期会費請求は、７月１３日
に郵送にて発送いたします。
 例会終了後、桔梗の間にて、第１回理事
会を開催いたします。
 今年度の会員名簿を受付にて、お受け取
りください。
 週報ファイルは、申込者のみ受付にて配
布いたします。
 ロータリーの友及びガバナー月信をポ
ストに投函しました。
委 員 会 報 告


国際奉仕委員会…７月２４日夏期交換
学生のローレン・ガードナーさんが来日
します。７月２７日（木）午後６時より、
夏期交換学生歓送迎会（夜間例会）を上
野精養軒にて開催いたします。
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国際奉仕委員会…９月２３日（土）第１
４回ロータリー韓日親善会議がグラン
ドハイアット・ソウルで開催されます。
参加ご希望の方は受付掲示板に掲載し
てありますので、宜しくお願い致しま
す。
親睦活動委員会…７月２０日（木）午後
６時より、新旧役員・地区派遣委員歓送
迎会並びに新入会員歓迎会を開催しま
す。
2016-17 年度ＳＡＡ…昨年度のＳＡＡの
皆様お疲れ様でした。ご協力いただきま
した皆様方に改めて感謝いたします。

出 席 報 告 会員52名中47名
前々回訂正出席率

出席率90％
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18 年 100％祝
8 年 100％祝
奥様お誕生祝



芝会長 塚越幹事…いよいよ始まりまし
た。一年間、皆様方のご協力を得ながら誠
心誠意、努めて参ります。何卒宜しくお願
い致します。
佐藤(徹)君…芝会長、塚越幹事、一年間よ
ろしくお願いします。
矢島君 海老沼君…芝会長、塚越幹事、一
年間、宜しくお願いします。先週は固まっ
ていた芝会長は何かがふっきれたのか、笑
顔で初日を迎えてますね！幹事はこわい顔
をしていますが・・
田中(淸)君 石鍋君…芝会長、塚越幹事、
一年間、宜しくお願いします。
鈴木(喬)君…吉田直前会長、谷茂岡直前幹
事、ご苦労様でした。芝会長、塚越幹事、よ
ろしくお願い致します。
福本君 小林君…芝会長、塚越幹事、一年
間ご指導の程、宜しくお願いします。
荻原君 小出君…芝会長、塚越幹事、今年
一年間、頑張って下さい。
樽澤君 ベルマン君…祝
原田君 谷中君…芝会長、塚越幹事、一年
間、ご指導よろしくお願いします。












…海老沼孝二君
…ベルマンピーター君
…畠山君 阿部君

本日の卓話

「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









戸塚君 張替君…芝会長、塚越幹事、一年
間、ご指導よろしくお願い致します。
吉田(正)君 谷茂岡君…芝会長、塚越幹事、
今年度、一年間、よろしく御願い致します。
ロータリーを皆様と共に楽しみましょう！
鈴木(寿)君…芝会長、塚越幹事、一年間宜
しくお願いします。
伊藤君…芝会長、塚越幹事、今年度よろし
くお願い申し上げます。
岩城君…芝会長、塚越幹事、これから一年
間、よろしくお願い致します。
庄司君…芝会長、塚越幹事、一年間ご指導
よろしくお願いします。
羅山君…細沼さん、入会おめでとうござい
ます。ロータリーライフを楽しみましょ
う！
谷中君…しばらくおやすみしました。芝年
度の初例会から出席です。よろしくお願い
します。先月末でやっと社長を退任しまし
た。
髙杉君…今期もご迷惑をお掛け致します。
よろしくお願いします。
畠山君 今井君…芝会長、塚越幹事、よろ
しくお願いします。
ホールインワン記念一同（谷中君 高杉君
羅山君 細沼君）…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(船木君 平岩君 矢島
君 張替君 中山君 追分君 影山君 鎌田君
加藤君)…芝会長、塚越幹事、本年度一年、
よろしくお願い致します。船木委員長を筆
頭に委員一同、全身全霊で努めます。
ＳＡＡ一同(長谷君 高橋君 樽澤君 守屋君 小
林君 人見君 吉田(潤)君 稲吉君)…今年度一
年間、宜しくお願いします。会員様ご自身
の報告や、お礼、ささいな失敗などを、おも
しろ、おかしく表現できる画期的なシステ
ムです。集まった善意は特別会計として計
上され、奉仕活動の資金となります。今年
度は、よりたくさんのニコニコをお待ちし
ております。

合計 107,000 円

次週の卓話

累計 107,000 円
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「イニシエーションスピーチ」
新入会員
加藤浩君

新年度初例会 ／ 乾杯
新年度初例会は
芝新会長が第
2780 回の点鐘を
し、国歌、ロータ
リーソング奉仕
の理想を斉唱、ビ
ジター紹介を 行
い、佐藤保壽元会
長より乾杯と
ご挨拶をいただきました。
塚越伸博幹事 芝久雄会長

地区役員紹介
地区諮問委員会委員
地区指名委員会委員
地区立法案検討委員会委員
地区青少年交換委員会委員
地区青少年交換委員会委員
地区米山奨学委員会カウンセラー
地区米山奨学委員会 委員

吉田正行直前会長 谷茂岡昭直前幹事

鈴木 喬君
鈴木 喬君
原田 寛君
羅山能弘君
守屋裕之君
鈴木 喬君
長谷正一君

クラブ理事役員紹介

2017-18 年度理事役員の皆様

直前会長幹事へ記念品贈呈式

2017-18 年度 芝会長より吉田直前会長へ、
ダイヤ入りパスト プレジデント エンブレム
を、2017-18 年度 塚越幹事より、谷茂岡直前幹
事へ、ルビー入りパスト セクレタリー エンブ
レムを、記念品として贈呈いたしました。
一年間、お疲れさまでした。

新入会員入会式
７月６日（木）、新
入会員 細沼謙久君
の入会式が行われ
ました。入会式で
は、芝会長よりロー
タリーの証である
ロータリーエンブ
レムが授与されま
した。細沼君の紹介者は羅山能弘君、石鍋元章
君、カウンセラーは樽澤忠正君、所属委員会は
ＳＡＡと発表がありました。
紹介者は小林君、カウンセラー戸塚君です。

世界のロータリアン
35,533クラブ／1,233,172人(2017年3月末)
日本のロータリーアン
2,263クラブ／89,385人(2017年4月末)
東京江北ロータリアン
総入会者数 353 名／52 人(2017/7/6 現在)

2017-18 芝年度 初例会
新旧役員引継式
２０１７年７月６日（木）、国際ロータリー第
2580 地区 東京江北ロータリークラブ 2017-18
年度 新旧役員引継式が上野精養軒 藤の間に
於いて行われました。

認証状引継ぎ
吉田直前会長のご挨拶、吉田直前会長から芝会
長へ認証状を、新旧会長幹事によりエンブレム
の引継ぎを行いました。

東京江北ロータリークラブ第 2780 回例会は
2017-18 年度 芝新会長の点鐘で幕を開けまし
た。
芝会長よりご挨拶並びにＲＩ会長方針、地区ガ
バナー方針を伝達され、新年度理事役員の紹
介、直前会長幹事に記念品を贈呈し、新年度鈴
木喬副会長よりお言葉を頂戴しました。

