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伝統
踏み出そう、新しい一歩
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葛飾北斎描く千住より眺望の富士

第 2961 回
2022 年 6 月 30 日 第 2960 回例会報告
2021-22 年度 最終例会
点
鐘
ロータリーソング 「四つのテスト」
来

賓
⚫

ゲスト
アザマトフ アサドベク君
（米山奨学生）
林仲秋君（2019学年度 米山奨学生）
⚫ ビジター
なし
セ レ モ ニ ー

2022 年 7 月 7 日

Rotary Rate 136 円

地区大会、新入会員昼食会で若林ガバナー
をを囲んで撮った写真が掲載されていま
す。お時間があるときにご覧ください。
幹 事 報 告
⚫

一年間大変お世話になりました。本日
の幹事報告はございません。
委 員 会 報 告
⚫

なし

出 席 報 告 会員46名中40名 出席率87％
Remote 2名ふ含
前々回の出席率 97.83％（6/16）

⚫

米山奨学金授与
…アザマトフ アサドベク君
⚫ クラブ基金寄付…渡邉浩君
…影山幸一郎君
会 長 報 告
⚫

⚫

先週 6 月 23 日に東京ドームホテルにて第
2580 地区の「地区納めの会」が開催され、
鈴木パストガバナーと会長・幹事にて出席
して参りました。地区役員の皆さんが若林
ガバナー年度の一年間を振り返り、大変和
やかな納めの会となりました。
ちょっと嬉しかったことをご報告します。
事務局より皆様にメール送信されました
ガバナー月信６月号４ページに、先日の

ニコニコ（●＾o＾●）ボックス
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

1 年 100％祝
…大林秀和君
渡邉会長 影山幹事…皆さま、とうとう最終例
会の日になってしまいました。嬉しい様な、淋
しいような、複雑な心境ではありますが、やっ
ぱり、ほっと安心しています。一年間、本当に
有難うございました。
佐藤君…最終例会おめでとうございます。
石鍋君 原田君 守屋君…渡邉会長、影山幹
事、一年間、本当におつかれ様でした。
福本君…ご苦労様でした。
樽澤君 ベルマン君…会長幹事、おつかれ様で
した。
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海老沼君…渡邉会長、影山幹事、物足りないと
思いますが、今日で貴方たちは終わりです。お
つかれさまでした。張替さん、中山さん、来週
から、よろしくお願いします
吉田（正）君…渡邉会長、影山幹事、充分なコ
ロナ対策で、昨年秋以降、殆どの例会を予定通
り開催されたことに感謝申し上げます。楽しい
一年をありがとうございました。お疲れ様でし
た。
畠山君…先般は母の葬儀に際し、お世話になり
ました。年に不足はなく、成仏したことと思い
ます。有難うございました。
畠山君 今井君…渡邉会長、影山幹事、一年間
お疲れ様でした。コロナに振り回され大変でし
た。また理事役員の方もご苦労様でした。皆様、
有難うございました。
小林君…渡邉会長、影山幹事、一年間、良く耐
えきったね。お疲れ様でした。
張替君 中山君…渡邉会長、影山幹事、一年間、
本当にお疲れ様でした。皆様、次年度、一年間、
よろしくお願いします。
影山君…本日、新事務所に移転いたしました。
新規一転、頑張って参りたいと思います。これ
も全て、足立成和信用金庫 土屋理事長のお陰
です。ありがとうございました。
高橋（史）君 鈴木（又）君…来年度もお世話
になります。
高橋（秀）君（プログラム委員長）…渡邉会長、
影山幹事、一年間お疲れ様でした。言葉巧みな
幹事に唆されて、恨んだこともありましたが、
滞りなく役目を果たすことができ、安堵してい
ます。と、同時に終わってしまうと寂しさを感
じています。ご尽力いただきました皆々様に感
謝申し上げます。
親睦活動委員会一同…渡邉会長、影山幹事、大
変お疲れ様でした。張替会長エレクト、中山副
幹事、宜しくお願いします。
ＳＡＡ一同…一年間、お世話になりました。

ニコニコ報告
20２１-2２年度は、
例会数 3７回
皆さまの御協力により、
1,885,568 円となりました。
ありがとうございました。
正ＳＡＡ 人見真吾

米山奨学生 来会
2022 学年度 米山奨学生 アザマトフ アサドベク
君が来会し、近況を報告して下さいました。。
奨学生になってから 2 か月経ちました。皆さんと
より交流を深めるため、これから授業も調整して
例会に出席したいと思います。

卓

話

6 月 30 日（木）の卓話は、2021-2022 年度 渡邉浩
会長、影山幸一郎幹事より「一年を顧みて」という
演題でお話頂きました。
またサプライズで向島芸者さんに、御祝の舞をご
披露いただきました。

合計 89,000 円 累計 1,885,568 円

7 月 21 日（木）ガバナー公式訪問
本日の卓話

櫻茶ヤ（左から） 万てんさん、春駒さん、くるみさん
次週卓話予定 7/14

新旧役員引継式

「イニシエーションスピーチ」
メンバー
成田義孝君

ＲＩ会長メッセージ
ジェニファー E. ジョーンズ
2022-23 年度ＲＩ会長
2022 年 7 月
ロータリーに入会して以来、毎
月、この雑誌が届くのを楽しみ
にしています。特に、冒頭の会
長メッセージ。電子コピーもい
いのですが、それでもやはり椅
子に腰かけて雑誌のつやつや
の紙面をめくるのは楽しいものです。私たちみんなが大
切に思っているこの素晴らしい団体を映しだす写真や忘
れがたいストーリーの宝庫ですから。これまで長年にわ
たり、奉仕プロジェクトや皆さんが変化をもたらした人
びとの暮らしについて、この雑誌から多くを学んできま
した。
コミュニケーションの専門家としては、私たちのストー
リーがマスコミで日常的に取りあげられ、機関紙が病院
や喫茶店などに置かれて人びとに読まれる日がいつか来
ることを楽しみにしてきました。ロータリー会員がみん
なの活動について詳しくなるのは素晴らしいことです
が、より多くの人びとが私たちのストーリーを知ってく
れたとしたら、そんなに素晴らしいことはないのではな
いでしょうか。
そんな思いをめぐらせながら、今年度、世界中でロータ
リーを推進するための計画を練りました。今後 12 カ月間
で、ロータリーの奉仕活動の好例となるようなプロジェ
クトに光を当てていきます。それも、戦略的に。ニック
と私は、イマジン・インパクト・ツアーと名づけた、重
点分野で最も影響の大きい、持続可能で大規模なロータ
リープロジェクトに焦点を当てます。
奉仕したいと思っているけれどもロータリーに参加すれ
ば奉仕活動ができると気づいていない人びとに呼びかけ
てくれるように、一流のジャーナリスト、ソートリーダ
ー（思想的指導者）、インフルエンサーに働きかけます。
しかし考えるべき重要な問題はほかにもあります。カー
ボンフットプリント（企業や個人の活動で消費される温
室効果ガス排出量）です。私は、環境問題においてロー
タリーがリーダーシップを取りだしたことを真摯に受け
とめています。コロナ禍で会員たちはロータリーが未来
を切りひらくためのカギとなる模範を示してくれまし
た。
つまり、デジタル技術を活用してロータリーのストーリ
ーを発信していくのです。関心がある人には誰にでも届
くように、ツイート、投稿、「ライブ」を行います。環
境への影響を考える必要がある、ということは、そのた
めにはイベントなどを毎回対面式で行うのではなく、こ
こ 2 年間のように有意義な方法でつながり続けることに
もなるでしょう。

もちろん、ロータリアンは人好きですから、交流の機会
は必要です。ただ、今までより慎重に計画して、少しだ
け違う方法で集まる方法を考えないといけない。例え
ば、プロジェクトのために現地を訪問する際には、近隣
で行われているプロジェクトも訪問する予定を立てる、
など。
皆さんにはどういうストーリーがありますか？ 発信
するのを手伝ってくれる人はいますか？ 皆さんもイ
マジン・インパクトに取りくみませんか。
ストーリーは、
ソーシャルメディアや Zoom でも簡単に発信できるかも
しれません。
クラブや地区で注目すべきプロジェクトを
紹介する方法をぜひお考えください。
ロータリーの奉仕活動と理念がもたらす影響は、
私たち
みんなが感じています。今こそ、この感覚を世界の人び
とと共有する時です。

2022-23 年度 上期 例会予定
７月
７日（木）引継式
１４日（木）通常例会
２１日（木）通常例会
２８日（木）【夜間】例会に変更
新旧役員・地区派遣委員歓送迎会
並びに新入会員歓迎会
８月
４日（木）通常例会
１１日（木）休会／祝日 山の日
１８日（木）通常例会
２５日（木）通常例会
９月
１日（木）通常例会
８日（木）通常例会
１５日（木）通常例会
２２日（木）通常例会
２９日（木）通常例会
１０月
６日（木）通常例会
１３日（木）通常例会
２０日（木）通常例会
２７日（木）通常例会
１１月
３日（木）休会／祝日 文化の日
１０日（木）【夜間】例会に変更
インターアクト合同例会
１７日（木）通常例会
２４日（木）通常例会
１２月
１日（木）通常例会／クラブ年次総会
８日（木）通常例会
１５日（木）【夜間】例会に変更
年忘れ家族親睦会
２２日（木）通常例会
２９日（木）休会／年末年始

会長就任のご挨拶

202２-2３年度
会長 張替俊光
この度、伝統と歴史ある東京江北ロータリ
ークラブの会長を仰せつかり、日増しに責任
のある立場に身の引き締まる思いです。
2012 年 1 月に入会以来、本年度で 11 年目
を迎えますが、まだまだ未熟なロータリアン
であります。勉強をしながらクラブの名に恥
じぬよう、精一杯努力をして会長と言う役職
に恥じぬよう頑張って参る所存です。
本年度は順調に例会を開催できれば第
3000 回の例会を数える年となります。 3000
回の歴史の中で諸先輩方が築いてきた伝統
を再度認識し、東京江北ロータリークラブ、
会員の皆様のロータリーにおける更なる飛
躍の年と出来ればと考え、会長テーマを『伝
統 踏み出そう、新しい一歩』とさせて頂き
ました。
ロータリーの基本は「親睦」にあります。
会員の皆様がロータリーを楽しんで頂ける
クラブを目指し、理事役員の皆様と共に運営
して参ります。
皆様、一緒に楽しみましょう!
本年一年間、中山幹事ともども、よろしくお
願い致します。

幹事就任のご挨拶

202２-2３年度
幹事 中山高徳
この度、伝統ある東京江北ロータリークラ
ブの幹事という大役を仰せつかりました。
１年間よろしくお願いします。
昨年度は副幹事として準備をして参りまし
たが、ロータリーについて不勉強だったこと
が本当に身に染みる 1 年間でした。というこ
ともあり本年度が始まる前から、ぎりぎりの
一杯の状態でございました。
しかしながらこの役をお引き受けした以上、
一生懸命務めさせて頂きます。
ここ数年コロナ禍ということもあり、例会を
始め、各種行事等が自粛または様態変更を余
儀なくされておりましたが、今日通常に戻り
つつあります。
本年度テーマの「伝統 踏み出そう、新しい
一歩」を常に意識し、例会運営がスムーズに
なるよう、この一年間張替会長のサポートを
全力で務めさせて頂く思いです。
また、張替会長の思いと会員皆様の期待が重
なり、楽しい 1 年となりますよう、誠心誠意
努力致します。
会員皆様におかれましては、どうぞご指導・
アドバイスを頂きたくよろしくお願いいた
します。

