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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
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東京江北RC 会長

楽
葛飾北斎描く千住より眺望の富士

2018 年 6 月 28 日

第 2821 回例会報告

点
鐘
ロータリーソング 「日も風も星も」
来

⚫

賓
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ゲスト
近藤やよい氏（ゲストスピーカー）
村川 秀次氏（同行者）
張 媛媛さん（チヨウ エンエン）
（米山奨学生）
⚫ ビジター
大久保信隆氏（東京荒川）
セ レ モ ニ ー

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

Ｒ財団感謝状…テボーヴァンサン君
Ｒ米山記念奨学会感謝状
…テボーヴァンサン君
会 長 報 告
カナダ トロントでの国際大会に今週か
ら行ってまいります。最終例会までには
必ず帰ってきます。
幹 事 報 告
⚫

次週例会は夜間例会となります。お間違
えのないようお願い致します。
委 員 会 報 告
⚫

久雄

Rotary Rate 110 円

第 2822 回
2018 年 6 月 21 日

芝

ＩＭ実行委員会…2018 年 10 月 25 日に
東武ホテルレバント東京にて開催予定
のＩＭについて本日の週報に実行委員
会組織を掲載させていただきました。ご
自分の担当する部署を確認してくださ
い。メンバーの力を結集して、当日を盛
会に導きたいと思います。
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…ロータリー
希望の風奨学金チャリティーコンサー
トの報告書をポストに投函してありま
す。ご一読下さい。
親睦ゴルフ会…本日、例会終了後、幹事
会を開催します。幹事の方々並びにオブ
ザーバーの方ご参集願います。
次年度国際奉仕委員会…夏期交換学生
ウェルカムパーティを 7/17（火）及び夏
期交換学生歓送迎会を 7/26（木）予定し
ております。皆様奮ってご参加ください
ますようお願い致します。

出 席 報 告 会員53名中42名 出席率79％
前々回訂正出席率 93.20％

職業奉仕委員会…私の職業の追補版を
ポストに投函してあります。
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ニコニコ（●＾o＾●）ボックス
⚫

26 年 100％祝

⚫

芝会長 塚越幹事…芝年度、1 年間長い航海
を終え、まもなく港に入港します。会員の皆
様が下船するまで、最後まで気を許さずに航
海いたします。近藤やよい足立区長、本日は
お忙しい中、ようこそおいで下さいました。
本日の卓話どうぞ宜しくお願い致します。
樽澤君…大変心苦しゅうございます。
原田君…先週のロータリー情報勉強会・懇親
会に多数の会員のご参加をいただきました。
有難うございました。
高橋君 吉田君…近藤区長、本日の卓話楽し
みにしております。
５年未満会員一同（追分君 影山君 平岩君 鎌田
君 村上君 高橋君 吉田(潤)君 稲吉君 加藤君 渡
邉君 石渡君）…原田さん、戸塚さん、先日の
ロータリー情報勉強会ありがとうございま
した。今後もご指導よろしくお願いいたしま
す。
合計 31,000 円 累計 2,246,684 円

⚫
⚫

⚫
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…荻原芳樹君

卓

話
６月２１日（木）の卓話
は、足立区長 近藤やよい
氏より「子どもたちのた
くましく生き抜く力を育
むために～その具体的ア
プローチ～」という演題
でお話しをいただきま
した。紹介者 海老沼君

本日の卓話

2018-19 年度 予定
■７月■
５日（木）初例会（引継式）
１２日（木）通常例会
同日 １８時開会 浅草ビューホテル
新旧役員・地区派遣委員歓送迎会
並びに新入会員歓迎会
１７日（火）夏期交換学生ウェルカムパーティ
１８時開会 日本橋日山
１９日（木）通常例会
２６日（木）夜間例会に変更
夏期交換学生歓送迎会
■８月■
２日（木）通常例会
４日～６日 沖縄
５日（日）インターアクト年次大会
９日（木）ガバナー公式訪問
11:00～ クラブ協議会
12:30～ 例会
１６日（木） 休会（お盆の為）
２３日（木） 通常例会
３０日（木） 通常例会
■９月■
６日（木） 通常例会
１３日（木） 通常例会
２０日（木） 特別休会
２７日（木） 通常例会
■１０月■
４日（木） 通常例会
１１日（木） 通常例会
１５日（月） 東分区懇親ゴルフ会
１８日（木） 通常例会
２５日（木） 東分区ＩＭ
集合：東武ホテルレバント東京
クラブ例会は休会
■１１月■
１日（木） 通常例会
８日（木） 特別休会
１５日（木） 通常例会
２２日（木） 夜間例会に変更
インターアクト合同例会
２９日（木） 通常例会
■１２月■
６日（木） 通常例会／クラブ年次総会
１３日（木） 通常例会
２０日（木） 夜間例会に変更
年忘れ家族親睦会
２７日（木）休会（年末の為）
次週の卓話

7/５

「一年を顧みて」

2018-19 年度 初例会

会長 芝
久雄君
幹事 塚越 伸博君

「引継式」

会長退任のご挨拶
理事会、その他行事等にご尽力いただきまし
た副会長をはじめ理事・役員の皆様、各委員
会の委員長と委員の皆様にはそれぞれの事
業を年初の計画通りに遂行して頂きました。
ありがとうございました。
2017-18 年度
会長 芝 久雄
「ロータリーを楽しもう！」をテーマとして
昨年７月に帆を上げ出航しました。あれから
１年、今、帆を下ろし、錨を打って退任のご
挨拶をさせて頂いております。出航してから

会員の皆様には毎回の例会、各イベントに大
きなご支援、ご協力を頂きました。心より感
謝と御礼を申し上げます。そして何よりも今
日この日が迎えられたのは幹事の塚越くん
の献身的な努力によって支えられた事と心
から感謝と御礼を申し上げます。ありがと
う！

暫くは波高く、風強く、雨激しくと、中々の
航海日和続きで、この調子では帰港出来ない
のかもと思う日も有りましたが、こうして今
日を向かえ、過ぎればあっという間の１年間

色々な事が有りましたが、未熟な私にとって
は、大変、大変勉強になったかけがえのない
１年となりました。ありがとうございまし

でした。

た。

この大役をお引き受けするにあたり、会長テ
ーマとして「ロータリーを楽しもう！」を挙
げ、年頭の挨拶ではクラブ間・クラブ内での
交流の活発化に務めたいと抱負を述べまし
た。胸を張れる程の成果は挙げられたのか疑
問を残すところであります。しかし、今日の
この日を大過なく迎える事が出来ました事

また、毎回の例会で私の聞き取り辛い報告、
挨拶をお聞きくださりましたメンバーの皆
様の忍耐にも本当に感謝申し上げます。

は、正直ホッとしていますとともに、とても
嬉しく思っています。

１年間
た！！

私個人にとりましてもこの１年、ロータリー
を通じて様々な人とめぐり逢え、何物にも代
えられないものを得る事が出来ました事は
今後の私の人生にとりまして大きな糧にな
ると思っています。
このような機会を与えて頂いた事に対し皆
様に深く感謝申し上げます。

最後に、畠山会長、今井幹事年度が、素晴ら
しい 1 年となりますことを祈念致しまして、
私の退任の挨拶とさせていただきます。
本当にありがとうございまし

幹事退任のご挨拶

2017-18 年度
幹事 塚越 伸博
この度、歴史と伝統ある東京江北ロータリ
ークラブ、2017～18 年度の幹事として、最
終例会までたどり着くことが出来ました。と
ても長い航海でしたが、全てが良い思い出と
経験を重ねることが出来ました。
これも偏に理事・役員はじめ会員の皆様の
ご支援、ご協力の賜物と心より感謝を申し上
げます。
この一年間、理事役員及び各委員長の皆様に
は、毎週の例会運営・毎月の理事会運営・各
委員会運営に多大なお力を発揮していただ
き、全てをスムーズに運営をして頂きまし
た。特に芝年度では、子クラブとの合同例会
を試みました。色々なことがありましたが、
大成功に終えることが出来ましたのも各委
員長及び会員の皆様のご協力のお蔭と感謝
しております。

芝年度の活動テーマは『ロータリーを楽しも
う！』でした。クラブ内の「和」と「友情」
を最優先し、一層と居心地の良いクラブ、明
るく、フレンドリーで皆さまに親しんで頂く
ことを念頭に、この一年、幹事として活動し
ていくつもりでしたが、振り返れば、芝久雄
会長のもと、女房役の幹事として、勉強不足
と気が利いた事が出来ず、芝会長をしっかり
と支えることが出来なかったと反省してい
ます。
しかしながら、芝会長はこんな私を温かな
気持ちで１年間見守って下さいました。
本当に感謝しています。
次年度の畠山会長・今井幹事には、ここで
学んだことを活かし、微力ながらお手伝いさ
せていただきます。
今後は、この貴重な経験と感謝の気持ちを
忘れず、一会員として、その恩返しをすべく、
クラブのために努力してまいります。
一年間温かな気持ちで見守ってくれました
会員の皆様、大変お世話になりました。本当
に本当にありがとうございました。

