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ご子息結婚祝…畠山信弘君
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2018 年 3 月 8 日

第 2807 回例会報告

点
鐘
ロータリーソング 「日も風も星も」
来

久雄

Rotary Rate 108 円
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2018 年 2 月 15 日

芝

2/12 に行われた「ロータリー希望の風奨
学金チャリティーコンサート」大盛況で
幕が降りました。石鍋社会奉仕委員長、
樽澤実行委員長、村上インターアクト委
員長また実行委員会の皆様、ご参加頂い
た皆様、お疲れ様でした。御礼申し上げ
ます。ありがとうございました。
3/10 いよいよロータリー財団地区補助
金を用いた中井貴恵さんの「大人と子供
のための読み聞かせの会」が足立区役
所・庁舎ホールにて、実施となります。
本年度の社会奉仕委員会のメイン行事
となりますので皆様ご協力をどうぞ宜
しくお願い致します。

幹 事 報 告


２月の理事会議事録がポストに投函し
てあります。皆様ご一読下さい。
 2/21 は 13 時点鐘にて地区大会が新宿
京王プラザホテルで開催されます。ご出
席宜しくお願い致します。
 次週 2/22 前日地区大会のため、そして
次々週 3/1 日台親善会議のため２週に渡
り休会となりますので、お間違えのなき
ようお願い致します。
 「抜萃のつづり」その七十七がポストに
投函されていますので、ご一読下さい。
委 員 会 報 告





職業奉仕委員会…例会終了後、精養軒前
より職場訪問に出かけますので、ご参加
される方は宜しくお願い致します。
社会奉仕委員会…2/23「希望の風奨学生
の卓話とランチの会」のご案内。
地区財団セミナー報告…次々年度のロ
ータリー財団地区補助金が、40 万円から
60 万円に増額されます。申請は、7 月～
9 月ですので、増額分を活かし良い企画
を提案してほしいとの事です。
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読み聞かせの会…3/10 読み聞かせの会
いよいよ本番です。実行委員会の方々に
もお手伝いいただき、素晴らしい会にし
たいと思います。皆様多くのご参加宜し
くお願い致します。参加いただく皆様方
に登録料のお願いをいたします。
希望の風奨学金チャリティーコンサー
ト実行委員会…当日は大変多くの方々
にご参加を頂きありがとうございまし
た。寄付金もたくさん集めることが出来
ました。重ねて感謝を申し上げます。当
日の様子を携帯から見ることが出来る、
地域情報アプリ「ど・ろーかる」のご紹
介。

出 席 報 告 会員52名中43名
前々回訂正出席率

出席率83％





段落してホッとしています。
樽澤君 石鍋君 村上君…２月１２日「ロー
タリー希望の風奨学金チャリティーコンサ
ート」無事に終了することができました。こ
れもひとえに皆様方のご協力の賜物です。ど
うもありがとうございました。チャリティコ
ンサート実行委員長 樽澤忠正、社会奉仕委
員長 石鍋元章、インターアクト委員長 村上
正明
ロータリー希望の風奨学金チャリティーコ
ンサート実行委員会（長谷君 海老沼君 小林君 高
杉君 張替君 稲吉君）…皆様のご協力のお陰で盛
会のうちに終えることができました。ありが
とうございます。
合計 82,000 円 累計 1,478,624 円

91.20％
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…荻原君 阿部君
…鎌田君 畠山君
稲吉君 塚越君
奥様お誕生祝
…小林君 高杉君
船木君
芝会長 塚越幹事…希望の風奨学金チャリ
ティーコンサート、皆様大変お疲れ様でし
た。潤徳女子高等学校の生徒をはじめたくさ
んの皆さんをお迎えし大盛況に終えること
が出来ました。ありがとうございました。田
中淸介さん、本日の卓話楽しみにしていま
す。宜しくお願い致します。
田中君…つたない卓話を聞いていただいて
すみません。
原田君…田中淸介さん、本日のイニシエーシ
ョンスピーチを楽しみにしています。途中で
ズッコケもあるのでしょうか。
樽澤君…皆様方ありがとうございました。ロ
ータリー希望の風奨学金チャリティーコン
サート実行委員長 樽澤
畠山君…３人の息子の中で最後まで残って
いた長男が結婚しました。レオナもその為に
来日してくれました。ようやく親の務めが一

２月１５日（木）の卓話は、
メンバー 田中淸介君より
「二回目のイニシエーシ
ョンスピーチ」という演題
でお話しをいただきまし
た。

会員お誕生祝
ご結婚祝

本日の卓話

話

お知らせ
３月１５日（木）夜間例会に変更
長寿・永年在籍を祝う会 １８時点鐘
３月２２日（木）通常例会
３月２９日（木）夜間例会に変更
東京足立ＲＣとの合同例会

次週の卓話

3/15

「イニシエーションスピーチ」
新会員
石渡一樹君

夜間例会に変更
長寿・永年在籍を祝う会

ロータリー希望の風奨学金
チャリティーコンサート

Ｒ希望の風奨学金チャリティーコンサート実行委員会写真

日台親善会議

２月１２日（月） 祭日、上野精養軒 桜の間に於
いてロータリー希望の風奨学金チャリティーコ
ンサートが東京江北ロータリークラブ主催、潤
徳女子高等学校インターアクトクラブ共催で開
催されました。
チケットは当クラブ会員・家族、東分区、地区の
方々に 227 枚購入いただきました。潤徳女子高
等学校生徒を招待した 100 名分は、社会奉仕委
員会、青少年奉仕委員会、インターアクト委員会
予算や各委員長、会長の協賛金により賄われま
した。また協賛金としては 475,000 円が集まり
ました。
チャリティーコンサートは盛況で 300 名近くが
来場され、潤徳女子高等学校インターアクター
が行った募金は 203,030 円となり、今事業で
1,428,381 円の寄付をロータリー希望の風奨学
金（東日本大震災支援協議会）へ送金しました。
今事業の報告書は追って全会員に配布する予定
としています。
ご参加をいただきました皆様、ご協賛いただき
ました皆様、ご協力ありがとうございました。
また長谷会員の素晴らしい演奏、ならびにご協
力ありがとうございました。
記

社会奉仕委員長

石鍋元章

３月１日(木) 第６回日台ロータリー親善会議
と懇親会が台湾高雄市 漢来ホテルで開催され
ました。
第６回 日台ロータリー親善会議
日時 2018 年 3 月 1 日（木）
登録開始 13：00～
場所 台湾 漢來大飯店
The Grand Hi Lai Hotel 9F
国際ボール・ルーム
http://www.grand-hilai.com
12：00～13：50 登録受付（友愛の家）
13：30～13：50 幹部会議
14：00～17：30 親善会議
18：30～20：30 懇親会
2017₋18 年度の日台親善会議は、芝会長、塚越幹
事、畠山君、今井君、海老沼君、船木君が地区が
推奨する台湾ツアーを利用して参加、鈴木喬さ
んご夫妻、伊藤ご夫妻、ベルマンが会議に出席し
ました。
参加した地区推奨のツアーは、
２/２８（水）羽田空港出発 10 時 35 分➡台北松
山空港➡新幹線にて台北松山発➡高雄着➡ホテ
ル漢來大飯店宿泊
３/１（木）日台親善会議参加
３/２（金）高雄にて自由行動➡夕刻 新幹線で高
雄➡台北リージェントホテル宿泊
３/３（土）台北／終日自由行動
３/４（日）台北松山空港発➡羽田 19 時 55 分
全員無事に帰国しました。
記 国際奉仕委員長 ベルマンピーター

職場訪問

今回の職業奉仕委員会行事 職場訪問は、芝会長
のご好意で横須賀にあるＮＴＴドコモ Ｒ&Ⅾセ
ンタで２月 15 日例会終了後より実施しました。
上野精養軒から貸切バスでおよそ１時間で到着
し、早速、女性アテンダントのご案内で、将来の
モバイル通信とスマートライフを実感できる体
験型の展示ホールを見学しました。
ＩＴ(情報技術)の活用とともに IoT、AI などと
いう言葉が新聞紙面等に踊っていますが、スマ
ートフォンで何をどこまで出来るのかなどを体
験しました。
「無音室」などの実験設備、地下に
潜って免震構造の安全設備も見学しました。

見学後はバスで汐留まで戻り、ロイヤルパーク
ホテルの 24 階にある「XVIN」で懇親会を行いま
した。中華料理を食べながら、楽しいひと時を過
ごしました。フカヒレスープは特に美味しゅう
ございました。ご参加下さいました皆様に厚く
御礼申し上げます。ありがとうございました。
記 職業奉仕委員長 谷茂岡 昭

地区大会
本年度、第 2580 地区 地区大会が、2 月 20 日及び 21
日に新宿 京王プラザホテルにおいて開催されまし
た。第１日目では、15 時 30 分より 4 階「錦の間」に
おいて、会長・幹事会が開催され吉田雅俊ガバナーの
ご挨拶の後、国際ロータリー会長代理 足立功一氏よ
り講演をいただきました。足立功一会長代理の講演で
は、イアン・ライズリーＲＩ会長テーマである「ロー
タリー：変化をもたらす」の思いを受け、吉田雅俊ガ
バナーの地区キーワード「感動と調和」についてライ
ズリー会長は一番の目的である「持続可能な奉仕」に

に繋がるものである旨のお話がありました。
My Rotary 登録コンテスト発表・表彰状授与が行われ
ました。地区内 69 クラブの状況報告があり、69 クラ
ブの内、5 クラブが 100％を達成。東京江北ＲＣは
100％達成により吉田雅俊ガバナーより「抜群のチー
ムワークを発揮し、見事頭書の成績をおさめられ、そ
の熱意を讃えます」として登録率部門 第一位 100％
の賞状を頂戴しました。足立功一ＲＩ会長代理ご夫妻
歓迎晩餐会では佐藤文則地区大会実行委員長のご挨
拶、吉田雅俊ガバナーによる歓迎の言葉から始まり、
地区内会長・幹事及び国内地区外そして台湾からのご
来賓を交え、田中作次元ＲＩ会長の乾杯により盛大
に、そして和やかに晩餐会が開催されました。

第２日目では、11 時 00 分より新入会員昼食会にて、
水野正人地区ロータリー財団委員長による「素晴らし
いロータリーライフと財団の意義」の講演があり、昼
食会が開催されました。13 時 00 分より 4 階「錦の間」
において本会議が開催され、東京江北ロータリークラ
ブから 39 名の会員出席をし、吉田雅俊ガバナーの点
鐘により本会議が開催されました。開会の言葉、来賓
紹介、吉田雅俊ガナバーのご挨拶の後に、劉思楨台湾
3482 地区ガバナー及び吉田雅俊ガバナーによる姉妹
地区締結式が行われ、調印締結が行われました。足立
功一ＲＩ会長代理の講演を頂き、表彰では、東京江北
ロータリークラブは、100％ロータリー財団寄付クラ
ブ（2016-17 年度）及び米山寄付達成クラブ（2016-17
年度）1 億 3 千万円として表彰を受けました。17 時 15
分より 5 階「エミネンス」において記念講演が元外務
省主任分析官 佐藤優氏による「世界平和と教育＝地
政的宗教的見地から現状と将来展望を語る」というタ
イトルにて講演会が開催されました。18 時 30 分より
5 階「コンコードボールルーム」において懇親会が行
われ、吉田雅俊ガバナーの開会の言葉、上山昭治パス
トガバナーの乾杯で和やかに始まり 2 日間の地区大
会の成功をたくさんの会員と共に祝いました。ご出席
頂きました多数の会員の皆様には、本会議開催から長
時間に渡りご参加を頂き誠にありがとうございまし
た。大変感謝しております。
記：幹事 塚越伸博

