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東京江北ロータリークラブ

６月２２日上野精養軒 藤の間に於いて、第 5 回
（次年度第 2 回）クラブ協議会を開催しました。

会 長 吉田 正行 ／ 会長エレクト 芝 久雄
幹 事 谷茂岡 昭 ／ 副幹事 塚越 伸博
会報・IT委員長 小出 康夫

次年度芝会長より次年度会長方針の発表があ
り、次年度各委員会の委員長が活動方針・活動計
画を発表しました。

RI 会長
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奉仕は思いやりの心から

クラブ奉仕委員長
畠山信弘君
・出席副委員長
荻原芳樹君
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田中清介君
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・会員選考委員長
佐藤保壽君
・Ｒ情報委員長
原田寛君
・プログラム委員長 平岩幸男君
・親睦活動委員長
船木佳昭君
・会報・ＩＴ委員長 小林光夫君
・雑誌広報委員長
小出康夫君
職業奉仕委員長
谷茂岡昭君
社会奉仕委員長
石鍋元章君
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青少年奉仕委員長
樽澤忠正君
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村上正明君
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長谷正一君
ロータリ財団委員長 佐藤徹君
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影山幸一郎君
クラブ基金特別委員長 原田寛君
あいあい特別委員長 樽澤忠正君
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会員お誕生祝
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吉田会長 谷茂岡幹事…天候不順が続く毎日
ですが、皆様どうぞご自愛ください。本日のク
ラブ協議会、よろしく御願い致します。
矢島君…いよいよ芝年度のスタートです。頑
張って下さい。私の喜びのお裾分けにホール
インワンの記念品を皆様にお渡しさせて頂き
ましたのでご笑納下さい。もう、ホールインワ
ンは出ないと思いますが、もし出た時には家
族で大盤振る舞いをしますので、皆様には報
告だけとさせて頂きます。
ホールインワン記念一同（佐藤(保)君 佐藤(徹)君
鈴木(敏)君 鈴木(寿)君 田中(清)君 石鍋君 鈴木(喬)
君 荻原君 吉田(正)君 海老沼君 樽澤君 小出君 庄
司君 原田君 戸塚君 船木君 小林君 芝君 守屋君
阿部君 ベルマン君 塚越君 畠山君 張替君 谷茂岡
君 人見君 今井君 影山君 長谷君 平岩君 鎌田君
村上君 高橋君 見城）…矢島さん、ありがとう。





定款・細則・内規／2016 年 7 月 1 日施行
版をメールボックスに投函した。
 6 月 29 日(木)最終例会(夜間例会)に変更
幹 事 報 告
青少年奉仕委員会…６月 23 日(金)17：10
に青少年交換学生のジェイドさんが帰国
されるのでお見送りの参加要請。14：00 成
田空港集合。
出 席 報 告 会員52名中37名 出席71％

「一年を顧みて」
会長 吉田正行
幹事 谷茂岡昭

正行

第５回（次年度第２回）クラブ協議会



本日の卓話

吉田

葛飾北斎描く千住より眺望の富士

次回予定

7/6
新旧役員引継式

前々回訂正出席率 91.84％ (5/25)



…荻原芳樹君
…樽澤忠正君
…戸塚君
…岩邊君

合計 55,000 円

累計 1,836,000 円

THE CLUB OF TOKYO-KOHOKU

会長退任のご挨拶

幹事退任のご挨拶

2016-17 年度 青少年交換学生
ジェイドお見送り

また、今年度は 2016 規定審議会の決定に対し、
クラブでも細則・内規の見直しへの機運が高
まりました。理事会で揉んでワーキンググル

2016-17 年度
会長 吉田正行
伝統ある東京江北ロータリークラブ ５７代
目、2016～17 年度の会長を退任するにあたり、
会員の皆様に深く感謝を申し上げます。
本日、今年度の最終例会を迎えることが出来
ました。就任前は長い道程と思えましたが、年
が明けてからはあっという間に時が経過して
行ったように感じました。
理事・役員をはじめとする会員皆様のご支援
とご協力に心から感謝を申し上げます。
私は「奉仕は思いやりの心から」を会長テーマ
に掲げました。五大奉仕の委員長各位にはご
協力をいただきましてありがとうございまし
た。しかし、私個人としてどれだけ実践できた
かと考えるとまだまだ足りないと反省してお
ります。これは会長を降りた後でも実践出来
ることですので、その気持を忘れずにロータ
リアンとして奉仕活動を続けて参る所存で
す。
様々な行事が委員会各位のご尽力で実施され
ました。中でも、戸塚会長年度に立ち上げたハ
ワイジョイントミーティング実行委員会では
佐藤徹実行委員長をはじめ、伊藤隆会員、張替
会員、ベルマンピーター会員には特にご尽力
をいただき、無事に完了することが出来まし
た。深く感謝申し上げます。
年忘れ家族親睦会は親睦活動委員会、ＳＡＡ
の皆様の素晴らしい運営で印象深く忘れられ
ない楽しい会となりました。

ープに作業をお願いし、予告された例会で会
員の皆様にご賛同いただいて、クラブの要望
を取り入れた内容に改正することが出来たと
思います。お手伝いをいただきました皆様に
は心より感謝を申し上げます。

2016-17 年度
幹事 谷茂岡昭

谷茂岡幹事には会員歴が浅いにも係らず幹事
をお引き受けいただきました。毎週の打合せ、
また例会日のお迎え等、週に２回以上弊社に
お運びいただき、とても助かりました。また幹
事として多忙の中、夏期交換学生と青少年交
換学生両方のホストファミリーをお引き受け
いただきました。一年間献身的にクラブに尽
くし、そして私を支えていただいたことに
心より感謝しております。

本日、この伝統のある東京江北ロータリーク
ラブ、2016～17 年度幹事を退任するにあたり、
まずは、会員の皆様に深く感謝を申し上げる
次第です。
温かく、心強いお言葉を投げかけていただい
たことは、私にとりまして、どれほど助けられ
たことでしょう。
今年度の理事役員・委員長をはじめ、地区にご
活躍頂いた、鈴木喬様・守屋裕之様・畠山信弘
様・羅山能弘様・ベルマンピーター様の皆様方

会員の皆様、次年度の芝会長・塚越幹事へのご
支援・ご協力よろしくお願いいたします。
一年間、本当にありがとうございました。

から後押しを頂いて何とか本日を迎えること
ができました。厚く御礼申し上げます。
事務局の見城様、不慣れな幹事を陰から助け
ていただき、ありがとうございました。また毎
回優しく演奏して心を和ませていただいたピ
アニストの大場様、心より感謝申し上げます。
吉田正行会長には未熟な私を寛大に支えてく
ださいまして、誠にありがとうございました。
末筆ではございますが、次年度の芝会長・塚越
幹事には今年度同様にご支援の程をよろしく
お願いいたします。

青少年交換学生ジェイド・エリカ・ブレアーズさん
は６月２３日（金）成田空港より母国アメリカへ帰
国しました。成田空港お見送りには、吉田会長、谷
茂岡幹事、岩邉青少年奉仕委員長、カウンセラー追
分君、ホストファミリー影山ご夫妻、高橋ご夫妻と
ご令嬢、ジュニアカウンセラー恵里さんと園部令
夫人、が参加しました。
母国空港にて

地区米山ボウリング大会

６月２４日（土）笹塚ボウルに於いて、地区米山奨
学生親睦ボウリング大会が行われました。米山奨
学生アンさん、米山カウンセラー影山君が参加し
ました。

飯倉会員退会
飯倉昭二氏は、2006 年 11 月に入会され 10 年 6 カ
月間在籍し、一身上の
都合で 5 月 25 日に退会
されました。あいあい
特別委員会（細則第５
条３）よりお贈りする
餞別を会長と幹事でお
渡しにあがりました。

