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東京江北ロータリークラブ
会長 畠山信弘／会長エレクト 小林光夫
幹事 今井太郎／ 副幹事 羅山能弘
会報・ＩＴ委員長 小出康夫

シンプルロータリー

BE THE INSPIRATION

RC 会長

RＩ会長

畠山
葛飾北斎描く千住より眺望の富士

Rotary Rate 110 円

第 2824 回
2018 年 7 月 5 日

2018 年 7 月 12 日

第 2823 回例会報告

2018-19 年度 初例会（引継式）

点
鐘
国
歌 「君が代」
ロータリーソング 「奉仕の理想」
来

賓
⚫

ゲスト
畠山知子氏（畠山会員令夫人）
南波義弘氏（東京葛飾）
岡村利之氏（東京東江戸川）
張媛媛さん（チヨウ エンエン）
（米山奨学生）
⚫ ビジター
増田 清氏（東京葛飾）
原 幸男氏（伊藤西）
セ レ モ ニ ー

幹 事 報 告
⚫

例会終了後、13：45 より第１回理事会の
開催の案内
⚫ 直前理事・役員の方に貸し出している
「ロータリー情報ハンドブック」を来週
の例会までに返却のお願い
委 員 会 報 告
⚫

⚫

⚫

地区委嘱状
立法案検討委員…原田寛君
国際大会参加推進委員長…ベルマン君
国際大会参加推進委員…長谷正一君
米山奨学委員…長谷正一君
青少年交換委員…羅山能弘君
会 長 報 告
⚫

新年度の挨拶

バリー・ラシン

信弘

⚫

⚫

雑誌・広報委員会…ロータリーの友７月
号紹介
・ ２月に主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
の記事が 67 ページに掲載
・ 車の自動運転について、実働実験が
始まったという記事を紹介
親睦活動委員会…新旧役員・地区派遣委
員送迎会並びに新入会員歓迎会開催の
案内（７月１２日(木) 於、浅草ビューホ
テル）
国際奉仕委員会…夏期交換学生ウェル
カム・パーティー開催の案内（７月１７
日(火) 於、日本橋日山）
ＳＡＡ…第３週目に歌う童謡のソング
ブック作成（メールボックスに常備）

出 席 報 告 会員53名中48名
前々回訂正出席率

出席率91％

92.50％

THE ROTARY CLUB OF TOKYO-KOHOKU

ニコニコ（●＾o＾●）ボックス
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

19 年 100％祝
17 年 100％祝
9 年 100％祝
3 年 100％祝
お誕生祝
奥様お誕生祝

⚫

畠山会長 今井幹事…いよいよ新年度が始
まりました。会長幹事共に経験が浅いコンビ
です。至らない点が多々あることと思います
が、一年間どうぞ宜しくお願い申し上げま
す。
南波義弘氏（東京葛飾）…直前会長 芝さん、
直前幹事 塚越さん、一年間お疲れさまでし
た。今期会長畠山さん、今井幹事と楽しみな
がら一年間クラブ運営をして下さい。小林さ
ん、張替さん、稲吉さん、事務局の見城さん、
先日はご足労いただきありがとう。葛飾事務
局植村さんより皆さんに「大変感謝していま
す。ありがとうございました。又事務局在任
中は江北クラブの皆様に大変お世話になり
ました。
」という伝言を預かって参りました。
今期より葛飾事務局は、植村さんのお嬢さん
にお願いしております。若くなりました。皆
様、変わらずお付き合いをお願いいたしま
す。
岡村利之氏（東京東江戸川／会長）…畠山会
長丸のご出航、誠におめでとうございます。
一年間共に頑張って参りましょう。［東分区
同期会長］
佐藤（保）君…畠山年度、待望の初例会、元
気に点鐘。ご協力よろしく！
佐藤（徹）君…畠山会長、今井幹事、一年間
よろしくお願いいたします。
矢島君 海老沼君…畠山会長、今井幹事、こ
れから一年間シンプルロータリーで楽しま
せてください。芝さん、塚越さん、顔がゆる
みっぱなしですよ！おつかれさま！
田中君 石鍋君 原田君 谷中君…畠山会
長、今井幹事、一年間よろしくお願いいたし
ます。

⚫

⚫

⚫
⚫
⚫

⚫

…海老沼孝二君
…守屋裕之君
…ベルマンピーター君
…追分義郎君
…芝君
…畠山君 阿部君

本日の卓話

⚫
⚫
⚫
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⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

福本君 庄司君…畠山会長、今井幹事、一年
間がんばって下さい。お世話になります。
荻原君 小出君…畠山会長、今井幹事、一年
間頑張って下さい。
戸塚君 張替君…畠山会長、今井幹事、一年
間よろしくお願いいたします。
吉田（正）君 谷茂岡君…畠山会長、今井幹
事、今年一年よろしく御願い申し上げます。
芝君 塚越君…畠山会長、今井幹事、いよい
よ出航ですね。一年間どうぞ宜しくお願い致
します。
小林君 羅山君…畠山会長、今井幹事、おめ
でとうございます。芝直前会長、塚越直前幹
事、お疲れ様でした。一年間、勉強のために
ひな壇に座らせていただきます。宜しくお願
いいたします。
鈴木（寿）君…畠山会長、今井幹事、一年間
よろしくお願いします。
鈴木（博）君 伊藤君…昨年度 芝会長、塚越
幹事、ご苦労様でした。また今年度、畠山会
長、今井幹事、よろしくお願い申し上げます。
追分君…芝直前会長、塚越直前幹事、一年間
お世話になりました。畠山会長、今井幹事、
新しい一年間宜しくお願い致します。
親睦活動委員会一同（平岩君 稲吉君 田中君
守屋君 塚越君 人見君 影山君 村上君 吉田
(潤)君 石渡君 張君）…畠山会長、今井幹事、
本年一年宜しくお願い致します。
ＳＡＡ一同（高橋君 谷茂岡君 伊藤君 中山
君 張替君 追分君 長谷君 鎌田君 加藤君
渡邉君 鈴木(又)君）…今年一年、よろしくお
願いいたします。
合計 189,000 円

お知らせ
７月 26 日（木）夜間例会
夏期交換学生歓送迎会の為、夜間例会に変更しま
す。18 時点鐘となりますのでお間違いないようお願い
いたします。

次週の卓話

「イニシエーションスピーチ」
メンバー
鈴木又右衞門君

累計 189,000 円

7/19

「西新井警察管内における特殊詐欺等の犯罪状況」
西新井警察生活安全課 犯罪抑止対策係 警部補
熊谷友広氏
紹介者 影山君

新旧役員引継式／新年度初例会
2018-19 年度
ＲＩ会長テーマ・方針

７月 5 日（木）上野精養軒 藤の間に於いて、新
旧役員引継式が行われました。
芝直前会長から畠山会長へ認証状、エンブレム、
槌のの引継ぎが行われ、畠山会長の点鐘で 201819 年度の例会の行事が執り行われました。

Ｂｅ Ｔｈｅ Ｉｎｓｐｒａｔｉｏｎ
インスピレーションになろう
ＲＩ会長 バリー・ラシン
今年度、会員自身の中にインスピレーションを
見出すだけでなく、人々へのインスピレーショ
ンとなってください。奉仕に意義を見出し、影響
を生み出す者としての自己を認識し、さらに多
くを成すことに意欲を燃やすロータリアン同士
で力を合わせ、力強いクラブと地区を築いてい
きましょう。

地区ガバナー方針
研修と活性化
第２５８０地区ガバナー 松阪 順一
研修
ＲＬＩ準備委員会の立ち上げと新入会員研修
活性化
ガバナー分区６名から１３名へ
ビジョン策定委員会設置
ＲＬＩ準備委員会立ち上げ
ＲＹＬＡ立ち上げ
学友委員会

東京江北ロータリークラブ
初例会は、畠山知子令夫人、ご友人でもある東京
葛飾ロータリークラブより南波義弘氏、同期の
会長である岡村利之氏が応援に駆けつけて下さ
いました。その後、地区派遣委員の紹介をし、畠
山会長より委嘱状を授与されました。今年度の
地区派遣委員の方々は 10 委員会、5 名です。

2018-19 年度

会長テーマ・方針
「シンプルロータリー」
会長 畠山

信弘

地区委員紹介

地区諮問委員会委員
鈴木 喬君
地区指名委員会委員
鈴木 喬君
地区ビジョン策定委員会委員
鈴木 喬君
地区立法案検討委員会委員
原田 寛君
地区 RYLA 委員会カウンセラー 鈴木 喬君
地区国際大会参加推進委員会委員長
ベルマン・ピーター君
地区国際大会参加推進委員会委員
長谷正一君
地区米山奨学委員会カウンセラー
鈴木 喬君
地区米山奨学委員会委員
長谷正一君
地区青少年交換委員会委員
羅山能弘君

奉仕と親睦を基本として、ロータリー活動を難
しく考え過ぎずに純粋な気持ちを信念として楽
しく活動していきましょう。

新年度理事役員紹介

会長 畠山信弘、副会長 佐藤保壽君、クラブ奉
仕委員長 小林光夫君、職業奉仕委員長 塚越
伸博君、社会奉仕委員長 海老沼孝二君、国際奉
仕委員長 渡邉浩君、青少年奉仕委員長 張替
俊光君、親睦活動委員長 平岩幸男君の 8 名の
理事、会長 畠山信弘、副会長 佐藤保壽君、
会長エレクト 小林光夫君、幹事 今井太郎君
会計 谷中義雄君、正ＳＡＡ 高橋史郎君、直前
会長 芝久雄君、副幹事 羅山能弘君の 8 名の
役員で運営をして参ります。

2018 学年度 米山奨学生 張援援さんは、初例会
に出席し、畠山会長の就任のお祝に、ご自分で描
いた絵をプレゼントされました。

直前会長幹事へ記念品贈呈

クラブより芝直前会長へダイヤのパスト会長エ
ンブレム、塚越直前幹事へルビーのパスト幹事
エンブレムを贈呈しました。

佐藤徹元会長より初例会を祝して乾杯とご挨拶
を、鈴木敏男元会長より激励の言葉の言葉をい
ただきました。

