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　2010ー 2011年度テーマ
R . I . テ ー マ	 「地域を育み、大陸をつなぐ」
	 	 R . I . 会 長	 Ray		Klinginsmith
	 	 地区ガバナー	 上 　野　　　操
クラブテーマ	 「楽しいクラブ、ためになるクラブで25周年を祝おう」	
	 	 クラブ会長	 古 　谷　輝　彦

今後の卓話予定

本日の卓話

12/22		 「親からもらった自分の歯」	 遠藤歯科　遠藤　隆様
　	 	 	 紹介者　折原君
12/29		 休　会	

	 「白内障について」
吉野眼科クリニック院長　吉野健一様　　紹介者　尾泉君

前回（12/ ８　1201 回例会）の記録
来　訪　者　紹　介（1201回例会）

	総会員数	 休　会	 出席免除	 出　席	 欠　席	 出席率	 修　正　出　席　率

	 45 名	 0 名	 3 名	 37 名	 5 名	 88.10％	 1199 回例会修正　欠席 3名・出席率 92.86％

出　席　報　告（1201回例会）

◆ゲスト １名 台東区教育委員　田中昭徳	様
◆ビジター ３名 東京浅草RC　湧井壮吉	様・谷　利明	様
  小樽南RC　岡崎芳明	様

会員増強は、クラブの若返りと明日への架け橋 !

会長報告＜古谷会長＞
・12月１日開催されました創立25周年・第
1200回例会・クリスマス家族会には沢山の
会員・家族のご参加をいただきありがとう
ございました。大変素晴らしいパーティー
でした。また、Shelter	Box	を送るための
チャリティー・オークションも大成功で43
万円を超える募金が集まりました。藤掛親
睦委員長・柿沼国際奉仕委員長そしてご協
力いただいた委員の皆さんには心より感謝
申し上げます。

・第1198回例会が今年度２度目の出席率
100％となりました。楽しい例会・ために
なる例会になるよう心がけますので、今後
も例会出席にご協力お願いいたします。
・本日はこの後年次総会を開催いたします。
当クラブのクラブ細則により年次総会にお
いて次年度の役員および理事の選挙を行う
ことになっております。宜しくご協力お願
いします。

幹事報告＜原田幹事＞
・12月５日　東京小石川R.C.の創立40周年記
念例会が有り古谷会長と原田で出席して参
りました。

・例会臨時変更のお知らせ
　東京東江戸川R.C.　　東京豊島東R.C.

・地区大会のお知らせ
　２月23日・24日　　ホテルニューオータニ
・上期事業報告書提出のお願い
　〆日：１月５日迄
・本日例会終了後、第６回理事・役員会を開
催します。



委員会報告
＜親睦活動委員会＞
・先日のクリスマス家族会は102名の参加の
もと無事に終わりました。これもみな会員
の皆様の御協力があればこそと親睦委員一
同感謝しております。ありがとうございま
した。又来年はおもいやり亭及び会長・幹
事慰安旅行を計画しておりますので皆様の
参加をお待ちしております。

次年度理事候補者について
当クラブのクラブ細則により下記の通り、
2011〜2012年度理事候補者を指名いたしま
したのでご案内申し上げます。

2011 年〜 2012 年度理事候補者
（アルファベット順）

古谷輝彦（直前会長）
原田　毅（役員兼任）
岩戸正一
小林　博
長沼一雄
長島資生

＜国際奉仕委員会＞
・Shelter	Box	チャリティー・オークションに御
協力いただきありがとうございました。計画よ
り多い約43万円のご寄附をいただきました。
集金は次週例会にお願いいたします。

＜ロータリー財団委員会　大塚委員長＞
・米山奨学とロータリー財団積立金を本日
例会より集金させて戴きますのでよろし
くお願い致します。これは今年度第２回
（10月〜12月）分としてのものです。

2010年〜2011年度　第6回理事・役員会報告

日	時：2010年12月８日（水）　例会終了後
場	所：クラブ事務所

＜審議事項＞

１．11 月度会計報告	 ……………………承認
２．上期事業報告書提出の件…………………

	１月 5日までに添付メールで幹事宛に提出
＜報告事項＞
１．チャリティ・オークション結果報告……

￥433,126 寄贈
＜協議事項＞
１．シェルターボックス寄贈の件。

£1＝ ¥130,48（12 月 6 日現在）
£490×15ケ＝£7 , 3 5 0×¥130 , 4 8≒
¥960,000　
チャリティ・オークションの大成功の結果、

ニコニコからの 50万円と合わせ、15 個の
シェルターボックスを寄贈する事を承認

２．会員増強の現状………実質増は０。現在
進行中は 3名。2月頃までにチームごと
の会合を持ち、チームごとに最低 1名の
候補者を出して頂く。

　　増強を成功させる為の最大の鍵は、魅力
ある例会作りであり、一人一人が魅力あ
るロータリアンとなる事である。

＜報告事項＞
２．創立 25 周年・1200 回記念例会・クリス

マス家族会報告……………………………
　　会員 40 名ご夫人 25 名、社会人 10 名、

中学生 5 名、小学生以下 21 名、合計
101 名で、和やかな大成功の家族会を開
催できました。

斎藤彰悟
園部容弘
植木　榮
海内栄一（役員兼任）

　尚、役員は下記の通り選任いたしました。
（アルファベット順）

藤掛靖元（幹　事）
原田　毅（副会長）
大塚　清（会　計）
海内栄一（会　長）

　以上、全員一致で承認されました。



卓　　話

　　台東区教育委員
田　中　昭　徳　様

紹介者　折原　隆 君

「慈悲の心　善き出会い」



＜今週担当　田村順二＞

第1201回ニコニコ金額	 41,000円
今年度ニコニコ累計額	 837,000円

ニコニコボックス

＜小林（雅）、柘、中村＞

・本日の卓話者、台東区教育委員、田中昭徳

様よろしくお願いします。紹介者折原君。

＜古谷会長、原田幹事、天笠、長堀、上野、植木、

大塚、海内、岩戸、岩田、長沼、永井、松本＞

・創立25周年・クリスマス家族会、大成功。

親睦委員会、国政奉仕委員会の皆様ご苦労

様でした。

＜国際奉仕委員会、親睦委員会＞

・Shelter	Boxチャリティ・オークションに

全会員の方に御協力いただきありがとうご

ざいました。約43万円のご寄附をいただき

ました。

＜親睦委員会一同（河合、宮村、馬場、斎藤、

藤掛、加藤、片岡、矢野）＞

・クリスマス家族会、会員及びご家族のご協

力により無事に執り行う事ができました。

親睦委員一同感謝、感謝です。又来年はお

もいやり亭及び会長・幹事慰安旅行を計画

しておりますので、是非皆様参加をお願い

致します。

＜上原＞

・クリスマス家族会では家族がお世話になり

ました。仕事でスペインへ行っていまし

た。チャーターメンバーの表彰ありがとう

ございました。

＜上野、伊石、古谷、上原、長沼、片岡＞

・100％出席の表彰をして戴きまして、誠に

有難うございました。

＜中村＞

・結婚記念日に花束を戴きまして誠に有難う

ございました。

＜上原、小林（博）＞

・12月は、１月新入会員の大増強月間です。

皆さん、どうかよろしくお願い致します。

＜関原＞

・長沼さん、先日は中山君を紹介して頂きあ

りがとうございます。台東区をよくすると

いうことで、意見一致しました。

＜藤掛＞

・クラブ創立25周年・第1200回記念例会・ク

リスマス家族会にご参加をいただきました

会員の皆様、ご家族の皆様、有難うござい

ました。また、親睦委員会はじめ国際奉仕

委員会、SAA、出席委員会の皆様、大変

にお疲れ様でした。出張のため中国、杭州

よりニコニコさせていただきます。


