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東京江北ロータリークラブ
会 長 芝 久雄／会長エレクト 畠山 信弘
幹 事 塚越 伸博 ／ 副幹事 今井 太郎
会報・ＩＴ委員長 小林 光夫

RI 会長

イアンH.S.ライズリー

東京江北RC 会長

楽
葛飾北斎描く千住より眺望の富士

第 2797 回
2017 年 11 月 2 日

2017 年 11 月 09 日

第 2796 回例会報告

賓


ゲスト
３名
佐藤利光氏（ゲストスピーカー）
張海國氏（守屋会員ご友人）
安憲永（アン ホニョン）さん
（米山奨学生）
セ レ モ ニ ー



ロータリー財団寄付…畠山信弘君
米山奨学金
…安憲永（アン ホニョン）さん
会 長 報 告



次週 11/9（木）11：15～吉田ガバナーを
お招きして、第３回クラブ協議会を「あ
やめの間」にて開催致します。11：00 ま
でにはご集合お願い致します。
 本年度地区大会が、来年 2/20、21 に開催
されます。次週、地区大会実行委員会の
方がご案内に来会致します。詳細は掲示
板に掲示してありますので、ご確認くだ
さい。クラブ内のご案内書は今月中にご
案内いたします。
委 員 会 報 告




10/30（月）東分区のＩＭに参加してきま
した。さすが、東分区の生みの親 東京
東さん、素晴らしいＩＭでした。ご参加
頂きましたメンバーの皆様、ありがとう
ございました。
幹 事 報 告


久雄

Rotary Rate 114 円

点
鐘
国
歌 「君が代」
ロータリーソング 「奉仕の理想」
来

芝

本日例会終了後、桔梗の間にて第５回理
事会を開催します。理事役員の皆様方は
ご参集ください。



雑誌・広報委員会…本日配布された、ロ
ータリーの友１１月号をご覧ください。
「職業奉仕」考、
「ロータリーにおける忖
度」
「声」
「健康食品は大丈夫？」の原稿
についてご紹介します。
ロータリー情報委員会…11/16 ロータ
リー情報勉強会を開催します。夜間例会
前の 16：40～17：40 で、テーマは「定款
と細則」について行います。特に５年未
満の会員の方は是非参加お願いします。
ロータリー情報勉強会としては、1 月、
３月、５月に予定しています。どうぞそ
ちらの方の参加も宜しくお願い致しま
す。

THE ROTARY CLUB OF TOKYO-KOHOKU







家庭集会報告Ｃグループ…10/31 北千
住「へちもん」にて開催しました。12 名
参加。テーマは「私とロータリー」につ
いて参加者からお話を聞かせてもらい
ました。併せて、４か月経過し、会長及
び幹事への意見なども伺いました。その
後の懇親会では、大いに盛り上がり、楽
しい家庭集会となりました。
家庭集会報告Ｄグループ…10/23 北千
住「焼肉 トラジ」にて開催しました。
10 名参加。鈴木喬 PG による「ロータリ
ーとは」
「RI についての説明」のお話を
頂いた。和気あいあいとした家庭集会で
ありました。
親睦ゴルフ会…東分区懇親ゴルフ大会
のお礼状が、ホストクラブ（臨海東ＲＣ）
よりきております。

出 席 報 告 会員53名中39名
前々回訂正出席率











合計 33,414 円

１１月２日の卓話は、東京青
梅ＲＣに所属し、第2580地区
ロータリー財団委員会 ロー
タリー平和フェローシップ担

96.20％

芝会長 塚越幹事…季節外れの台風が 2 週に
わたって日本を縦断しました。これも気候変
動なのでしょうか。皆さん、今週月曜日の東
分区インターシティ・ミーティング大変お疲
れ様でした。佐藤利光さん、本日の卓話、宜
しくお願い致します。
佐藤利光氏…卓話にお招きいただき大変恐
縮です。ご期待に添えると良いのですが。
原田君…今井さん、昨夜はお世話になりまし
た。ありがとうございました。
長谷君…日本で一番歴史のある全日本学生
音楽コンクール名古屋大会高校部門で高校
一年生の教え子が第１位をいただきました。
家庭集会Ｅグループ（小林君 佐藤(保)君 荻原君
福本君 張替君 追分君 村上君）…家庭集会Ｅグル
ープ小林組長、ご馳走様でした。ありがとう
ございます。
家庭集会Ｄグループ（伊藤君 鈴木(喬)君 岩城君
原田君 中山君 影山君 石渡君）…10 月 23 日北千
住の焼肉屋さんで伊藤グループリーダーの
もとＤグループの家庭集会を開催しました。
本日の卓話

「ガバナー講評」
第２５８０地区ガバナー
吉田雅俊氏

累計 807,414 円

本日の卓話

出席率68％

ニコニコ（●＾o＾●）ボックス




和気あいあい楽しい時間を過ごしました。
家庭集会Ｃグループ（小出君 鈴木(敏)君 矢島君
戸塚君 ベルマン君 谷茂岡君 長谷君 高橋君 加藤君）
…Ｃグループリーダーの小出さん、素晴らし
い会長幹事をコキオロシの家庭集会をあり
がとうございました。又やりましょう！
米山梅吉記念館参加者一同（影山君 芝君 畠山君
平岩君 樽澤君 谷茂岡君 追分君）…先日は米山梅
吉記念館へ勉強会に行って参りました。天気
も良く、大変有意義な日となりました。会長、
幹事はじめ、ご参加いただいた皆様、ありが
とうございました。

当第１５期生カウン
セラー 佐藤利光氏に
「ロータリー平和フ
ェロー」という演題で
お話しをいただきま
した。
紹介者 守屋君

来 賓
2009～2011年の米山奨学生
朴貞玉（パクチョンオク）氏
の御主人 張海國氏が来会さ
れ、ご挨拶をいただきまし
た。

次週の卓話

11/16

夜間例会に変更
潤徳女子高等学校インターアクトクラブ
との合同例会

東京江北ロータリークラブ
会員のための
ロータリーガイダンス
この「東京江北ロータリークラブ会員のため
のロータリーガイダンス」は、当初、当クラブ
に入会される新入会員向けに編纂、配布されま
した（東京江戸川ＲＣ発行の「新会員のための
ロータリーガイダンス」を参考にして当クラブ
向けにアレンジ編纂）。このガイダンスの内容
は、新入会員に限らず会員それぞれにとりまし
ても役立つ情報であるとして会員の皆様にも
配布することになりました。
３年毎に開催されるＲＩ規定審議会によっ
て、様々な規則その他が改正され、ロータリー
についての規則、考え方その他も大きく変更さ
れることがあります。そこで、このガイダンス
もそれに対応させて３年毎に改訂発行し、可能
な限りアップデートなＲ情報を掲載するよう
に努めています。
加除可能なファイルとしてありますので、会
員皆様がそれぞれで入手する情報を更にファ
イルし、これからのロータリー活動に役立てて
頂きたいと思います。また、今後の改定に際し、
追加掲載要望のＲ情報があれば、お寄せ頂けれ
ば幸いです。
記

ロータリー情報委員長

原田寛

ガイダンス目次
序 章 ロータリーとは
第１章 あなたはこうして会員に選ばれました
第２章 入会日の一日
第３章 ロータリー活動を始めるにあたって
－例会－
3-1- 1 服装について
3-1- 2 まずネームプレートを胸に、また出席印を
3-1- 3 メールボックスの中は、いつもきれいに
3-1- 4 ニコニコボックスとの付き合い
3-1- 5 笑顔であいさつ
3-1- 6 着席の心得
3-1- 7 大きな声でロータリーソング
3-1- 8 食事は楽しく、自分から話しかけよう
3-1- 9 ビジターは大切にもてなそう
3-1-10 卓話は静かに聞こう
3-1-11 中途退席はやめよう
3-1-12 例会欠席時には必ずメークアップを
3-1-13 例会場内は禁煙です
－その他－
3-2- 1 委員会活動は自分から進んで
3-2- 2 会報（週報）からロータリー情報を
3-2- 3 名簿を見て早く知り合いに
3-2- 4 出欠の返事は必ず、そして早く(思いやりです)
3-2- 5 ロータリーに拒否権はない
3-2- 6 なんでも参加しよう

第４章
4- 1.
4- 2.
4- 3.
4- 4.
4- 5.
4- 6.
4- 7.
4- 8.
4- 9.
4-10.
第5章
5-1.
5-2.
5-3.
5-4.
5-5.
5-6.
5-7.
第6章
6- 1.
6- 2.
6- 3.
6- 4.
6- 5.
6- 6.
6- 7.
6- 8.
6- 9.
6-10.
第7章
7- 1.
7- 2.
7- 3.
7- 4.
7- 5.
7- 6.

２０１７年度版

ロータリーのあれこれ
家庭集会、家族親睦旅行会等は親しみを増す
クラブ協議会とクラブフォーラム
イニシェーションスピーチの心得
クラブバナーの知識
タスキの種類とその権威
例会開始５分前のチャイム
ガバナー公式訪問
姉妹クラブの締結と意義
困ったときに「手続要覧」
入門書を読んで知識を広げよう
ロータリー活動
ロータリーの目的・標語・四つのテスト
五大奉仕部門
職業分類
ＲＩテーマとクラブテーマ
活動月間のいろいろ
会費と年間予算の仕組み
活動スケジュールと参加の目安
ロータリーの組織と活動
ロータリークラブ会員の特典と義務
理事会はクラブの管理主体、決議機関です
理事会メンバーと理事役員選挙
五大奉仕活動
委員会の活動
クラブ組織
国際ロータリー（ＲＩ）とクラブの関係
クラブがＲＩ会員であるための条件
第２５８０地区と地区組織
ガバナー補佐と分区活動
クラブとＲＩの歴史
ポール・ハリスとロータリー
米山梅吉と日本のロータリー
東京江北ロータリークラブの創立
子クラブの誕生
東京江北ロータリークラブの特徴・伝統
歴代クラブ会長・理事・役員・委員長、
地区派遣役員・委員等の一覧表
7- 7. 当地区内クラブ拡大表
第８章 ロータリー用語集
[参考資料] その他
(1) ロータリー文庫案内
(2) 国際ロータリー日本事務局の案内
(3) 日本のゾーンマップ
(4) 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
(5) ロータリー財団
(6) ロータリーＷｅｂサイト
(7) ロータリーの歴史年表
[付録]
ロータリーの概要
簡単なロータリー講座
標準クラブ定款の採用／職業奉仕と職業分類
ロータリー希望の風奨学金
ロータリーでの親睦と奉仕／職業奉仕の理念
ロータリーとは
日本・世界の有名なロータリアン／会員数・クラブ数の推移
奉仕の理想
ロータリーの樹
ロータリーの３賢人

2017-18 年度

ガバナー公式訪問

吉田雅俊ガバナー
略
歴

生年月日

1947（昭和 22）年 9 月 1 日生

事 業 所

株式会社日税ビジネスサービス
株式会社日税不動産情報センター
株式会社共栄会保険代行
代表取締役会長兼社長（ＣＥＯ）

学
職

歴東京都立大学
工学部機械工学科

歴
1984 年 (株)共栄会保険代行取締役として入社

1986 年 (株)共栄会保険代行 代表取締役社長

２０１７年１１月９日(木)

1997 年 (株)日税ビジネスサービス代表取締役社長

東京江北ロータリークラブ

1998 年 (株)日税不動産情報センター

吉田雅俊ガバナー公式訪問

クラブ奉仕

(株)共栄会保険代行 現職に就任
2012 年 (株)日税ビジネスサービス現職に就任

10：30～

蘭の間

11：15～

あやめの間

委員長

畠山

委員長

谷茂岡

社会奉仕

委員長

石鍋

国際奉仕

委員長

ベルマンピーター

青少年奉仕

委員長

樽澤

忠正

会員増強

委員長

吉田

正行

ロータリー財団

委員長

佐藤

徹

米山奨学

委員長

影山幸一郎

12：30～

ロータリー歴

信弘

職業奉仕

第２７９７回例会

代表取締役社長
2011 年 (株)日税不動産情報センター及び

会員集合時間 11：00

会長幹事打合せ
クラブ協議会

卒業

昭
元章

藤の間

1990 年 4 月
1996-97 年度
2007-08 年度
2011-12 年度
2012-13 年度
2013-14 年度
2014-15 年度

（職業分類：集金代行）
東京新都心ＲＣ会
東京新都心ＲＣ幹事
東京新都心ＲＣ会長
中央分区ガバナー補佐
地区拡大増強委員
地区国際奉仕副委員長
地区国際奉仕委員長

ロータリー財団メジャードナー
ポール・ハリス・ソサエティ
ベネファクター、米山功労法人

