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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 2863 回
2019 年 6 月 20 日

賓
⚫

ゲスト
林仲秋さん（ゲストスピーカー）
江川 三郎氏（東京足立会長）
下山田恭男氏（東京足立幹事）
橋本 雅克氏（東京足立次年度会長）
市川慎次郎氏（東京足立次年度幹事）
⚫ ビジター
小倉英夫氏（東京足立）
セ レ モ ニ ー
⚫

米山奨学金授与…林仲秋さん

会 長 報 告
⚫

⚫

2019 年 6 月 27 日

第 2862 回例会報告

点
鐘
ロータリーソング 「日も風も星も」
来

バリー・ラシン

信弘

６月１９日地区納めの会で規程審議会
の報告が水野ＰＧよりございました。次
年度より「ロータリアンは、欠席した例
会のメークアップを、同じロータリー年
度内に行うことができる。」と変更され
ます。実際にどのように扱うかは、各ク
ラブの判断で決めることができます、と
のことでした。
荻原芳樹会員のご母堂様が 103 歳でご逝
去されました。葬儀は家族で行いご香典
ご供花ご供物の儀はご辞退との連絡を
いただきました。謹んでお悔やみ申し上
げます。

幹 事 報 告
⚫

来週の最終例会は、昼例会ですので、お
間違いなきよう。
⚫ 新入会員予定の松井元さんの通知書が
配信されています。ご確認を宜しくお願
いします。
委 員 会 報 告
⚫

インターアクト委員会…６月２０日潤
徳インターアクトクラブ例会が開催さ
れます。メークアップになりますので、
江北メンバーの参加をお待ちしていま
す。

出 席 報 告 会員50名中39名
前々回訂正出席率

出席率78％

96.00％

ニコニコ（●＾o＾●）ボックス
⚫
⚫
⚫

会員お誕生祝
…戸塚君 鈴木（又）君
奥様お誕生日祝
…鈴木（又）君
畠山会長 今井幹事…米山奨学生林仲秋さ
ん、江北ロータリークラブには慣れましたで
しょうか？今日は更にそれを深める為の卓
話、宜しくお願い致します。また足立ロータ
リークラブの皆様、本日はわざわざお越しい
ただきありがとうございます。次年度もよろ
しくお願い申し上げます。
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⚫
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⚫
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江川三郎氏 下山田恭男氏（東京足立）…江
北ロータリークラブの皆様、一年間お世話に
なりました。
橋本雅克氏 市川慎次郎氏（東京足立）…次
年度宜しくお願い致します。
戸塚君…本日、孫が増えました。
小林君 羅山君…東京足立ロータリークラ
ブ江川会長、下山田幹事、橋本次年度会長、
市川次年度幹事、ようこそお越しいただきま
した。本日は娘の奈々がお邪魔致します。
国際大会参加者一同（畠山君 佐藤（徹）君 石鍋
君 ベルマン君 長谷君 高橋君 吉田（潤）君 鈴木
（又）君）…ハンブルグ国際大会、参加お疲れ
様でした。
張替君 稲吉君 吉田（潤）君 細沼君…次
年度の名刺が出来上がりました。
合計 49,000 円

卓

累計 2,318,652 円

2019-20 年度 夏期交換学生ご挨拶

2019-20 年度 第 54 回夏期交換学生は小林光夫
会員のご令嬢 小林奈々さんに決定し、ご挨拶に
来会されました。ウォールナットクリーク ロー
タ リ ー ク ラ ブ か ら 来 日 す る 学 生 は Maria
Freeman さん 21 歳で、現在、日程の調整をして
います。

話
6 月 20 日の卓話は、
2019 学年度 米山奨
学生 林仲秋さんよ
り「日本留学体験記」
という演題でお話し
をいただきました。
紹介者

渡邉君

表敬訪問

潤徳インターアクトクラブ例会

6 月 20 日（木）16 時より開催された潤徳女子高
等学校インターアクトクラブ例会に畠山会長、
今井幹事、村上インターアクト委員長と影山次
年度インターアクト委員長が出席しました。
2019-20 年度は 7/28 地区インターアクト年次大
会、10/28 夜間例会に変更をしての合同例会、
インターアクト上期の例会は、9/12、10/10、
10/31、11/7 が予定されています。インターア
クト例会はメークアップとなりますので是非
ご参加下さい。

東京足立ロータリークラブより会長 江川三郎
氏、幹事 下山田恭男氏、次年度会長 橋本雅克
氏、次年度幹事 市川慎次郎氏、が来会されご挨
拶をいただきました。
本日の卓話

「一年を顧みて」
2018-19 年度会長 畠山信弘
2018-19 年度幹事 今井太郎

次週の卓話

7/4

初例会／新旧役員引継式

会長退任のご挨拶
まさに東京江北ＲＣとしてその存在を他ク
ラブに再認識していただけた結果となりま
した。

2018-19 年度
会長 畠山 信弘
本日ここに、2018-19 年度の最終例会を迎
えるにあたり、皆様方の年間通じてのご協
力・ご支援に対し篤く感謝申し上げます。
そして、それに伴うご指導・ご鞭撻を頂戴い
たしまして、大変ありがとうございました。
省みますれば、一昨年のクラブ総会で会長
の指名を受け一年半が経過いたしました。
内諾をいたしました時点より、ロータリーの
知識のなさを痛感し、自分なりに勉強したつ
もりでおりましたが、実際にスタートします
と、更にさらにその浅学を思い知らされまし
た。
会長テーマとした『シンプル ロータリー』
でさえも自分の未熟さをカバーするつもり
で無意識に作ったテーマではなかったのか
と悔やんだこともありました。しかし、皆様
方の真ん中に置いていただき活動を続ける
中で、クラブ協議会で説明いたしましたよう
に、明るい楽しいロータリーの学習・実践に
心掛けることができました。

また、初めての東京江北・葛飾・足立の３ク
ラブ合同例会を江北クラブが主体となり開
催することができました。皆様に喜んでいた
だき、親子クラブのメンバーがより結び付き
を深めたのではないかと思います。
活動の主体となる五大奉仕においては、まず
クラブ奉仕ではクラブ機能を充実させるた
め、親睦を図ることに重点を置いたつもりで
すが、クラブメンバーとしての研修の面では
十分な活動ができず申し訳なく思っていま
す。また実質的に会員数が減少する結果を招
いたことは私の責任と自覚しております。
職業奉仕では、将に時を得た渋沢栄一氏に事
前にスポットをあて研修することができま
した。数ヶ月後に新札の公表があった時、さ
もあらんの感を抱いたものです。
社会奉仕事業は、昨年に引き続き「読み聞か
せ」を充実させ、多くのこどもの笑顔に接す
る機会を得られ、好評を得ることができまし
た。
国際奉仕にては、５２回に亘るウォールナッ
トクリークＲＣとの夏期交換学生事業を行
い、ケルシー・オデア嬢と福本彩さんに貴重
な経験を積んでいただき、我々も楽しい時間
を過ごさせていただきました。

本年度最大の事業は「東分区ＩＭ」ホスト

青少年奉仕では、東京にて５クラブ（６クラ

クラブを引き受けたことであります。今年度
より導入されたガバナー補佐３名による初
めての分区ＩＭであり、幾多の問題で紛糾す
る中、石鍋実行委員長のもと全メンバーが一
丸となり成功裏に終了を迎えられたことは、

ブ）のみの潤徳女子高校インターアクトクラ
ブの支援をつづけて参りました。そして次年
度地区青少年交換派遣学生山中智子さんの
準備も行い、８月にはアメリカへと旅立ち１
年間の留学を経験されます。成長した姿が楽
しみです。

その他、米山奨学生も張媛媛さんを受け入
れ、素晴らしい結果を残されたことは皆様ご
承知のことと思います。今年度の林仲秋さん
もクラブに溶け込み、必ずや良い結果が生ま
れることを確信しております。
また、本年度の国際大会は、ドイツハンブル
グという大変遠隔の地での開催でしたが、
ベルマン地区国際大会参加推進委員長とい
うこともあり、１１名の多数のメンバーが出
席されました。事前の調査である程度人数が
把握されていましたので、例会は休会とさせ
ていただきました。ありがとうございまし
た。
その他多々ありましたが、会長・幹事共に
初経験であり、知識・経験不足のために多く
の混乱を招き、皆様にその影響を及ぼしてし
まったことは、大変申し訳なく思っていま
す。にも拘らず、ご協力をいただけたことに
平伏し感謝申し上げます。東京江北ＲＣこそ
の寛容さを思い知らされました。
この経験を活かし、東京江北ロータリーの１
メンバーとして今後何らかの形で、少しでも
寄与することができれば幸いと存じます。
最後に改めて皆様に御礼を申し上げると
ともに、東京江北ロータリクラブの発展と皆
様のご活躍と、ご健勝を祈念いたしまして、
会長としての最後のご挨拶とさせていただ
きます。ありがとうございました。

幹事退任のご挨拶

2018-19 年度
幹事 今井 太郎
歴史と伝統ある東京江北ロータリークラ
ブ、2018～19 年度の幹事を務めさせていた
だきました今井太郎です。一年間、会員の皆
様には多大なるご協力を賜り、幹事を全うす
ることができました。ありがとうございま
す。
理事役員の皆様、至らない幹事でありまし
たが、理事会運営にご協力賜り、誠にありが
とうございます。ピアノの大庭さん、事務局
の見城さん、さまざまな場面でご協力いただ
き、ありがとうございます。
私の今年度一番の思い出は、江北がホスト
クラブを務めた東分区ＩＭで、3 人制のガバ
ナー補佐を上手く取り纏め、大成功に導いた
石鍋実行委員長、以下、クラブ会員の皆様の
団結力には深く感動いたしました。
最後になりますが、幹事を受けるに当た
り、諸先輩に相談しました。いろいろなお話
を聞いているうちにロータリーを何も知ら
ないことに気が付きました。畠山会長は、会
長テーマにも掲げた「シンプルロータリー」
のように、物事を難しく考えるのではなく原
点に返ってみんなの為になるように運営を
していこう。と、私の不安な気持ちを解きほ
ぐして下さいました。迷った時には都度都
度、会長に相談しました。会長にご指示を仰
ぎました。畠山会長にはご迷惑をお掛けした
至らない幹事ですが最後まで支えていただ
き、無事、今日にこれました。感謝申し上げ
ます。

