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2018 年 3 月 29 日

第 2810 回例会報告

点
鐘
ロータリーソング 「日も風も星も」
来

久雄

賓
ゲスト
堀井良教氏（ゲストスピーカー）
安憲永（アン ホニョン）さん
（米山奨学生）
ビジター
瀬古直寿氏（東京上野）

セ レ モ ニ ー
 Ｒ希望の風奨学金寄付感謝状
…東京江北/ロータリー希望の風
奨学金チャリティーコンサート
会 長 報 告
 東分区ＩＭ報告書がポストに投函して
あります。ご一読下さい。
 台湾東部地震支援金のお願い。募金箱を
受付に設置してありますので、宜しくお
願い致します。
幹 事 報 告
 ３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。
 次週 3/29 東京江北と東京足立との合
同例会を予定しております。

東京江北と東京足立合同例会
17：30 集合、17：45 記念写真、18：00
例会、３階桐の間にて開催いたします。
お間違えのなきようお願い致します。ま
た、参加人数を確認したいので、出欠の
連絡を宜しくお願い致します。
委 員 会 報 告
 読み聞かせの会実行委員会…大勢の
方々にご協力いただき、ありがとうござ
いました。また実行委員会のチームワー
クと、ご登録頂いた方々、当日のお手伝
い頂いた方々には感謝いたします。
 青少年奉仕委員会…地区青少年交換委
員会より交換留学生募集のお知らせ。募
集期間は 4/1～5/31 となっております。
地区内の中学生（３年生）、高校生（１年
生、２年生）となってます。宜しくお願
いします。
 被選理事会…本日、例会終了後、桔梗の
間にて第１回被選理事会を開催致しま
す。次年度、理事及び役員の方々は、ご
参集願います。
出 席 報 告 会員52名中41名
前々回訂正出席率

出席率77％

94.20％
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６年 100％祝
３年 100％祝
会員お誕生祝
ご結婚祝

…今井太郎君
…村上正明君
…海老沼君 吉田(正)君
…影山君 吉田(潤)君
…鈴木(敏)君
奥様お誕生祝
…鈴木(博)君 庄司君
芝会長 塚越幹事…櫻の開花が待ち遠しい
季節となりましたが、寒暖の差が激しい季節
でもあります、お身体には充分ご自愛くださ
い。本日の卓話、堀井さん「江戸のそば」の
お話し、楽しみにしています。宜しくお願い
致します。
佐藤(保)君…我が母校、慶応高校野球部が９
年ぶりに春の甲子園大会に出場いたします。
海老沼君…大人と子供のための読み聞かせ
の会」は大成功で終わりました。これも運営
を支えてくれた皆様のおかげです。ただただ
感謝です。ありがとうございました。
戸塚君…堀井良教さんをご紹介します。
畠山君 今井君…本日、第１回の被選理事会
を開催いたします。理事役員の皆様よろしく
お願い致します。
平岩君…先日は美味しいお蕎麦をありがと
うございました。本日の卓話宜しくお願い致
します。
影山派門下生一同（中山君 加藤君 細沼君 渡邉君
石渡君）…影山派立ち上げの勉強会 影山さ
んありがとうございました。
合計 71,000 円 累計 1,569,624 円

卓

話

３月２２日（木）の卓
話は、株式会社更科堀
井 代表取締役、東京
東ロータリークラブ
メンバー 堀井良教氏
より「江戸のそば」と
いう演題でお話しを
いただきました。

今回は更科堀井のお蕎麦「更科」と甘ダレを皆
様にご用意いたしました。ご賞味下さい。
紹介者 戸塚君

ロータリー希望の風奨学金
チャリティーコンサート感謝状
東日本大震災青少年
支援連絡協議会より
2/12 開催したロータ
リー希望の風奨学金
チャリティーコンサ
ート寄付の感謝状が
届きました。

本日の卓話

クラブ並びに東分区をはじめ多くのロータリ
アンの皆様のお陰で 1,428,381 円の寄付をす
ることができました。

次週の卓話

夜間例会に変更
東京江北・東京足立 合同例会

4/5

「2018-19 年度 東分区ＩＭについて」
東京江東メンバー／2018-19 年度 ガバナー補佐
鈴木孝雄氏
紹介者 守屋君

ロータリー財団 地区補助金 2017-18 年度東京江北実施
親子で楽しむ『ナカサン文庫』プロジェクト
日時
場所

/ 2018 年３月１０日（土）
/ 足立区役所 ２階 庁舎ホール

ロータリー財団 地区補助金プロジェクトが、
３月１０日（土曜）に足立区役所 庁舎ホールに
おいて開催されました。
今年度の補助金申請は、2016 年 6 月頃よりテー
マ作りを始め、9 月 15 日に申請、11 月 22 日に
ガバナー事務所にて面談を受け、2017 年５月 18
日にロータリー財団本部より本プロジェクトの
承認を頂戴しました。
当プロジェクトは、平成 27 年度に足立区衛生
部が実施した調査により、生活困窮の状況にあ
る世帯ほど読書量が少ないという結果が出て、
足立区役所中央館３階にある福祉部には、保育
園の入園申し込みや、児童手当や子どお医療費
助成の申請、ひとり親家庭向けの手当ての申請
などの窓口があるため、様々な状況にある親子
が訪れる場所であり、その場所に訪れた親子が
絵本を通じて多様な価値観と出会える場にする
ことが少しでもできたらと考えました。そこで、
足立区役所中央館３階の窓口待合スペースに区
役所協力のもと、絵本を集めた「ナカサン文庫」
を設置し、東京江北ロータリークラブは、児童向
けの絵本及び本棚を寄贈しました。

足立区の関係者様・中井貴恵さん
東京江北ロータリークラブスタッフの皆様
記念撮影

また、そのスペースのリニューアルオープン
記念として、中井貴恵さんによる読み聞かせイ
ベントを実施しました。
当日は、13：00 より寄贈本贈呈式（絵本：191
冊、本棚 3 本）が行われ、足立区からは、当クラ
ブに長谷川副区長から感謝状が贈られました。
13：15 より、中井貴恵さんを代表とする「大
人と子供のための読み聞かせの会～だいじゅう
ぶだいじょうぶ～」が 514 人満席（保護者：304
人、子供：105 人、幼児：105 人）のうちに始ま
り、盛況のうちに終了しました。
終了後会場ホワイエにて、事前に買い入れた
中井貴恵さんのサイン入り絵本を小学生以下の
子供達全員に、中井貴恵さん本人から直接手渡
され、子供達が大変喜んでいた姿が印象的でし
た。その日に、子ども達は自宅に帰ってから、絵
本を何度も何度も読み返していましたと連絡も
受けました。
幼児期に体験した良い経験は、その後に大きな
影響を与えることが出来るとのことです。ほん
のわずかでしたが、少しでもお役にたてたこと
と思います。
ご出席、ご協力を頂きました多数の会員の皆様、
実行委員会の海老沼委員長をはじめ委員の方々
には大変お世話になりました。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

読み聞かせの会

舞台の上の大きな絵本

中井貴恵さんの朗読にあわせた生演奏の音楽で
舞台の上の大きな絵本が動き出します。

JAY と桜を観る会

3/27（火）上野精養軒桜の間に於いて 2015-16 鈴
木喬ガバナー年度の地区委員、会長幹事の同期
会「ＪＡＹの会」と、2008-09 鈴木喬ガバナー補
佐年度の同期会「喬修会」が集まり 2018 年は「Ｊ
ＡＹと桜を観る会」と命名され開催されました。
2015-16 年度 東分区
ガバナー補佐 羽鳥貞
雄氏が発起人となり、
中川分区幹事、当クラ
ブ地区幹事団の海老
沼氏、原田氏、小林氏、
芝氏、佐久間氏、喬修会の森岡氏、小宮氏が世話
役となり盛大な会となりました。
上野精養軒お庭の桜も満開でした。

JCOM ニュース
満席の足立区庁舎ホール
多くの子ども達に
本 の 楽 しさを知 っ
ていただくために、
クラブ予算で絵本
を用意しました。
読み聞かせの会
終了後に、中井
貴恵さんより子ども
達に絵本を手渡し
していただきまし
た。

当クラブで行った事業が JCOM のニュースになりました。
放送されたニュースを YouTube にアップしていただきまし
たので、以下の UR で観ることができます。限定で公開し
ておりますので検索しても探すことは出来ません。
URL を入力してご興味のある方はご覧ください。
地区補助金プロジェクト／読み聞かせの会
URL

https://youtu.be/g80MWMw9YIk

ロータリー希望の風奨学金チャリティーコンサート
URL

https://youtu.be/i-wKz_bdH5M

