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THE ROTARY CLUB OF TOKYO-KOHOKU 

第 2798回   2017年 11月 16日 
 

2017年 11月 9日 第 2797回例会報告 

ガバナー公式訪問 
 
点 鐘  

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

来 賓  

  ゲスト  ７名 

吉田雅俊氏（ガバナー／東京新都心） 

今井 忠氏（地区副幹事／東京臨海） 

山本和夫氏（ガバナー補佐／東京江戸川） 

中山直幹氏（分区幹事／東京江戸川） 

辻 明信氏（地区大会副実行委員長／東京四谷） 

廣本慶一氏（地区大会実行委員／東京四谷） 

田口典彦氏（ＩＭ実行委員長／東京東） 

 ビジター ３名 

北澤艶子氏（東京足立） 

小林佳俊氏（東京本郷） 

村上智真氏（柳井） 

セ レ モ ニ ー  

  第 27回米山功労者…鈴木喬君 

 第 10回米山功労者…芝久雄君 

 第 ３回米山功労者…畠山信弘君 

 希望の風奨学金感謝状…畠山信弘君 

会 長 報 告  

  田口ＩＭ実行委員長、大変ご丁寧なごあ

いさつをありがとうございました。 

 地区大会のご案内、ありがとうございま

した。メンバー全員で参加したいと思っ

ています。 

 

幹 事 報 告  

  次週１１月１６日はインターアクト合

同例会となり、夜間例会に変更となって

います、お間違いのないようお願い致し

ます。 

 本日、例会終了後に、吉田ガバナー、地

区役員の皆様方と集合写真を撮りたい

と存じます。お時間の許します方は、お

残り下さい。 

委 員 会 報 告  

  ロータリー情報委員会…本日ポストに、

ロータリーガイダンスを投函してあり

ます。どうか皆様お役立てください。 

11/16 16：40より、第１回 主に新入会

員に向けてロータリー情報勉強会を開

催致します。新入会員に限らず皆様の参

加を歓迎いたします。 

 親睦ゴルフ会…11/8 に武蔵カントリー

豊岡コースにて、20組にて地区ゴルフ決

勝大会が開催されました。0.8 ポイント

差で団体戦、準優勝致しました。 

出 席 報 告 会員53名中名 出席率77％ 

前々回訂正出席率 88.70％(10/26) 
 

ニコニコ（●＾o＾●）ボックス 

 2年 100％祝 

 会員お誕生祝 

…吉田潤君 

…高橋君 

Rotary Rate 114 円 



 

 

次週の卓話 11/23祝日休会 
 
11/30 

「ここまできた！最先端の白内障手術とその効果」 
大宮七里眼科 委員長 山崎 健一郎氏 

紹介者 平岩君 

本日の卓話  
 

潤徳女子高等学校インターアクトクラブ 
との合同例会 

 

 芝会長 塚越幹事…吉田雅俊ガバナー、今井

忠地区副幹事、山本和夫ガバナー補佐、中山

直幹分区幹事、ガバナー公式訪問にご来会い

ただき、一同より感謝いたします。東分区Ｉ

Ｍ実行委員長 田口典彦さん、素晴らしいＩＭ

でした。お疲れさまでした。 

 山本和夫氏 中山直幹氏…本日は吉田ガバナ

ーと共に貴クラブのクラブ協議会に参加させ

て頂きます。よろしくお願い致します。 

 田口典彦氏…10/30 の東分区ＩＭでは多くの

皆様にご出席戴きまして有り難うございまし

た。来年はお世話になりますが、どうぞ宜し

くお願い致します。 

 辻昭信氏 廣本慶一氏…本年度、地区大会は

2 月 20 日（火）、21 日（水）新宿京王プラザ

ホテルにて開催されます。東京江北ロータリ

ークラブの皆様には全員登録、参加の程、宜

しくお願い申し上げます。本日は宜しくお願

い申し上げます。 

 村上智真氏…私の母も、祖母も、今戸の出で

す。よろしくお願いします。 

 北澤艶子氏…久しぶりにお邪魔させて頂きま

した。宜しくお願い致します。 

 矢島君 海老沼君…吉田ガバナー、山本ガバ

ナー補佐、本日はお忙しい所ありがとうござ

います。本日はご指導宜しくお願い致します。 

 福本君 小林君…吉田ガバナー、山本ガバナ

ー補佐、本日はご指導宜しくお願い致します。 

 樽澤君 ベルマン君…吉田ガバナーご指導を

よろしくお願い致します。 

 原田君…吉田雅俊ガバナー、山本ガバナー補

佐、本日はようこそおいでいただきました。

ご指導をよろしくお願い致します。本日は「東

京江北ロータリークラブ会員のためのガイダ

ンス」が配布されます。皆様のロータリー活

動の手助けになれば幸いです。 

 戸塚君 張替君…吉田ガバナー、山本ガバナ

ー補佐、本日はお忙しいところ、ありがとう

ございます。今日はご指導の程、宜しくお願

い致します。 

 畠山君 今井君…吉田ガバナー、今井地区副

幹事、山本ガバナー補佐、中山東分区幹事、

本日は例会来会ありがとうございます。御指

導を元により良い、楽しいロータリークラブ

を目指します。 

 庄司君…先週、息子が無事に結婚できました。

これで 3 人子供全員終わりました。ご報告い

たします。 

 吉田（潤）君…皆様のおかげで入会してから

2 年が経ちました。僕はロータリークラブに

入会する事ができて本当に幸せです。もっと

もっと楽しみたいと思います。 

 地区決勝ゴルフ大会参加者一同（矢島君 小林君 

追分君 影山君 高橋君 渡邉君 石渡君）…昨日の地区

ゴルフ決勝大会で見事２位なりました。おつ

かれまでした。 

合計 77,000円 累計 884,414円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-18年度 第３回クラブ

協議会が、１１時１５分より

「あやめの間」にて、吉田雅俊

ガバナー、今井忠地区副幹事、

山本和夫東分区ガバナー補

佐、中山直幹東分区幹事をお

迎えして開催されました。 

開会後、芝会長より挨拶並び 

にご来賓のご紹介があり、その後に吉田雅俊ガ

バナーよりご挨拶を頂きました。委員会活動方

針・活動計画の発表については、５大奉仕委員

会（クラブ奉仕委員会・職業奉仕委員会・社会

奉仕委員会・国際奉仕委員会・青少年奉仕委員

会）とロータリー財団委員会、米山奨学委員会、

会員増強委員会、研修リーダーの委員長による

発表、報告をしました。その後、吉田ガバナー

による、ガバナー総評におきまして、協議会の

感想とご指導を頂きました。 

記 幹事 塚越伸博 

 

ガバナー公式訪問 



 

 

  

2017-18 年度 

地区インターアクト年次大会 感想文    

話し合いでは、死刑制度について考えま

した。グループで意見を共有することで

自分にはなかった新しい考えや自分と

違う考えがたくさん聞けました。１つの

テーマでも色々な考えがあるというこ

とを改めて感じました。 

普段交流することのない他校の人や沖

縄から来た人達と会話ができてとても

有意義な時間を過ごすことができまし

た。沖縄の学校の生徒達が発表してくれ

たエイサーなどもとても楽しくみせて

もらうことができました。様々な文化に

触れることができて勉強になりました。

校長先生からのお話もとても為になる

ものでした。目標達成までの過程も大切

にこれから勉強や部活を頑張っていき

たいです。来年も参加したいです。 

 

２年 Ｔ・Ｋさん 

初めての年次大会で初めはとても緊張

しました。自分の意見が言えるか、他校

生の方と交流できるかなど不安があり

ました。しかし、皆で意見を出し合い討

論することが出来ました。一人一人違っ

た考えで別の視点から見ることがとて

も勉強になりました。他校生の方とも少

しずつ話しをするようになり、最終的に

は連絡先を交換して今でも交流は続い

ています。せっかく出会えた友人たちな

ので、これからも仲良くしていきたいで

す。沖縄の文化や東京との違いを知るこ

とができて、楽しかったです。自分から

勇気を出して話しかけることが大切だ

と学びました。校長先生のお話では、今

の自分をみつめ直す良いきっかけとな

りました。何をすべきなのかを一から考

え将来について深く考えてみようと思

いました。自分から意見を言い、他の人

の意見をきき、自分の中で大きく成長で

きたような気がします。また、来年も参

加したいです。 

３年 Ｋ・Ｓさん 

私が今回年次大会に参加するのは３回

目でした。年次大会には毎年参加してい

て、今回の模擬討論では「世界平和につ

いて」というテーマで討論をしました。

「平和」というものは、誰にとってどう

いうものなのかをそれぞれで話し合い

ました。年次大会では沖縄から来た生徒

の皆さんと進んで話すことができまし

た。また、他校の初めて会う生徒の方々

とも年次大会を通して仲良くなること

ができたと思いました。３年生なので今

年で年次大会には参加できませんが、ま

た他の機会にも話したことのない他校

の生徒の皆さんと仲良くなれると良い

と思いました。 

 

３年 Ｎ・Ｍさん 

私は今回の年次大会で多くの他校の人

と話すことができた。話し合いではリー

ダーの子が効率的に進めてくれたので、

スムーズに終わった。グループの雰囲気

が良くひとりひとり意見が出しやすか

った。伝統工芸の体験では自分の知らな

い物があり、きれいだった。しかし、体

験する所が混んでいて体験できなくて

残念だった。話し合いの発表では模造紙

の使い方がそれぞれ違い見やすかった。

夜の食事では、自分とは違うグループの

子と話すことができ楽しかった。沖縄の

子達の発表では本物の踊りを見る機会

が少ないので良い思い出になった。塩ア

メをもらっておいしかった。ビンゴ大会

では花火をもらえて嬉しかった。 

 

２年 Ｈ・Ｍさん 

今回、初対面の人達とグループになって

話し合うということがとても不安でし

た。しかし、実際に昼からグループで動

いてみると学校・学年関係なく話せた

り、体験したりとすごく楽しい時間を過

ごすことができました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年 Ｕ・Ｋさん 

私は初めて年次大会に参加しました。初

めてだったので行く前から緊張してい

ました。私のお母さんが潤徳の卒業生で

しかもインターアクトクラブに入って

いたので、色々なことを教えてもらいま

した。この年次大会でたくさんのことを

学ばせてもらいました。 

関東第一高等学校の校長先生の講演会

もすごく心に響きました。討論会では

「テロ問題について」話しました。普段、

全く考えないので、良い体験ができまし

た。私は人見知りを少しするので討論す

る班が一人だったのもものすごく不安

でした。しかし、他校の方が声をかけて

くれたので嬉しかったです。最後の交流

会が一番楽しかったです。ご飯がおいし

くてたくさん食べました。途中で体調が

悪くなり、少し早く帰ってしまいました

が、とても楽しかったです。 

 

１年 Ｔ・Ｍさん 

私は初めて年次大会に参加してみて、討

論会ではすごく緊張してしまい最初は

うつむいてしまいましたが、討論会の休

憩中に他のグループの人が話しかけて

くれて、緊張がほぐれて楽しかったで

す。最後の夕食のときに前回リーダーズ

キャンプで仲良くなった他校の友達や

先輩と話すことができて久しぶりに会

えて嬉しかったです。その時に、沖縄の

学校の人とも話せて来年会えたらいい

ねと声をかけて下さり、嬉しかったで

す。今回は初めてで緊張が取れるまで時

間がかかってしまいましたが、次は今回

仲良くなった人と会えるので人見知り

が直っているように頑張ります。 

１年 Ｏ・Ｍさん 

インターアクト年次大会でたくさんの

交流や学びを経験しました。まず、はる

ばる沖縄から来てくれた沖縄校の生徒

と地元の話などをして盛り上がりまし

た。また、以前のリーダーズキャンプの

ときに話していた子と会えて嬉しかっ

たです。そして、メインの年次大会では

私の班のテーマが「世界平和について」

でした。正直内容がとても難しく、戦争

も体験した事がない私達には戸惑いま

した。そんな中、班の人達と協力して意

見を述べたり、付け加えたり、まとめま

した。私は班のリーダーになって前に立

ってまとめた意見を言いました。意見を

言うのは緊張したし、班の意見を私がま

とめなければならなくてとても難しか

ったです。私が前に立って、様々な事を

学びました。人の前に立つととても緊張

したり、後からもっと意見を言えば良か

ったと後悔をしたのでまた次があれば

リーダーとして再び前に立ちたいと思

いました。いつか、前に立って緊張する

ことなく、意見を言えるようになりたい

ので何事にも経験していきたいです。 

 

１年 Ｏ・Ｍさん 

私は初めて年次大会に行き、様々な体験

をしました。討論会ではグループにわか

れた時潤徳生は私しかいませんでした。

知らない人達の中に一人で緊張しまし

たが、すぐに沖縄から来た人達と仲良く

なれて様々な話ができて楽しかったで

す。そして、休み時間のときにはそれま

で仲良くなかった他校の生徒さんとも

仲良くなれて、その子とは今でも連絡を

取り合っています。討論では「沖縄の基

地問題」について話し合いました。私達

だけでは難しい話でしたが沖縄の人が 2

人いて、住んでいないとわからないよう

な貴重な話を聞くことができました。今

回、様々な人と関わり、知らない人の中

で意見を言う事は自分が思っていたよ

りも簡単で絶対にできないことはない

と感じました。これを機に様々な学校の

人と話し合い交流を深めていければ良

いと思いました。 


