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　2010ー 2011年度テーマ
R . I . テ ー マ	 「こころの中を見つめよう　博愛を広げるために
	 	 R . I . 会 長	 Kalyan		Banerjee
2580地区テーマ	 「簡素にして充実」	 地区ガバナー	 水 　野　正　人
クラブテーマ	 「質素にして充実」	 クラブ会長	 海 　内　栄　一

今後の卓話予定

本日の卓話

７/ ６ 「会長・幹事挨拶」 海内栄一会長・藤掛靖元幹事

７/ 13 「2011–2012  事業計画発表」 各委員長

７/ 20 「古いだけが　取り得です」 東京浅草 R.C.　新藤伸人 様

７/ 25 ㈪ 「ガバナー公式訪問」 第 2580 地区ガバナー　水野正人 様

「新年度会長・幹事挨拶」
   海内会長・藤掛幹事

前回（6/29　1227 回例会）の記録
来　訪　者　紹　介

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

	 44 名	 1 名	 3 名	 30 名	 10 名	 75.0％	 1225 回例会修正　欠席 4 名・出席率 90.0％

出　席　報　告

◆ゲスト １名	 株式会社エフ・ビー・エム　社長秘書　滝澤みずほ	様	
◆ビジター ３名 東京浅草R.C.　冨井征也	様・松崎徹哉	様
	 	 東京江北R.C.　高杉浩明	様

会長報告＜古谷会長＞
・ガバナー会で東日本大震災支援委員会を作
り被災者を支援することになりました。

　支援プログラムは
１．1742名いる災害遺児への教育環境サ
ポートとして高校生は月額２万円、大
学生は月額４万円給付し返済を求めな
い支援を行う。

２．被災地にある１つのロータリークラブ
と、被災地外にある５つのロータリー
クラブが一組になってチームで支援活
動をする。

３．今年度の義援金残高７億円を含めて５
年間で19億８千万円の募金活動を目標
とする。

東日本大震災で被災された皆様に一日も早い平和と復興がおとずれますように
お祈り申しあげます。このような時こそ、我々ロータリアンは『五大奉仕』を実行・
実践しましょう。明日の日本と世界はみんなの手の中に！

幹事報告＜原田幹事＞
・東京北クラブの60周年記念誌を頂きました。

委員会報告
＜藤掛次年度幹事＞
・７月６日の第１回例会終了後、第１回の理事

事務所でご覧下さい。

会を開催いたします。理事役員の方、ご出席
の程よろしくお願い致します。

7月お誕生日祝
	 8	日	（67 才）	藤野勝彦君	 15	日	（44 才）	 馬場洋介君

	 22	日	（48 才）	潮田幸一君



卓　話

「一年を振り返って」

　　　　　　　　会長　古　谷　輝　彦

　今年度は「楽しいクラブ、ため

になるクラブで25周年を祝おう」

というクラブテーマのもと１年間

会長の任務を努めさせていただ

き、ようやく今日の最終例会まで

たどり着くことが出来ましたこと

に深く感謝するとともに厚く御礼

申し上げます。

　クラブが置かれている現状は、

日本経済の長期不況から抜け出す

ことが出来ず、会長就任時も今も

全く変わらぬ厳しい状況におかれ

ております。

　そういった厳しい状況の中で、

創立25周年記念を第1200回例会と

クリスマス家族会を兼ねて祝うこ

とが出来ました。会員の皆様より

提供していただいた商品のチャリ

ティーオークションにより、12箱

のShelter	Box	を寄贈することが

出来ました。

　また３月11日の東日本大震災へ

の義援金では多額のご寄付をして

いただいたことに厚く御礼申し上

げます。

　今年度はクラブ奉仕、職業奉

仕、社会奉仕、国際奉仕それぞれ

が活発に活動していただき「楽し

いクラブ、ためになるクラブ」が

実現できたのではないかと考えて

おります。皆出席５回を含む出席

率の高さ、クラブメンバー数に比

較して嘗てないほどのニコニコ、

多彩な親睦プログラム、Shelter	

Box、義援金など期待以上の奉仕

活動が実現できました。

　しかし１つだけ残念なことは、

今年度の最重要課題として熱心に

取り組んで頂いた会員増強が３名

増員、４名退会ということで実質

１名減となったことです。会員増

強は大変難しい問題ですが、クラ

ブの将来にとって避けて通れない

重要な問題です。１年という単年

度でなく複数年度にわたってクラ

ブの総力をあげて取り組んで行か

なくてはならないと思います。



卓　話

「一年を振り返って」

　　　　　　　　幹事　原　田　　　毅

　皆さん、１年間本当にありがとう

ございました。お陰様で、何とか無

事に本日を迎えることができまし

た。今期は古谷会長の「楽しいクラ

ブ、ためになるクラブで25周年を祝

おう」というクラブテーマのもとに

出発いたしましたが、私事ながら出

発早 「々もやもや病」で入院するこ

とになり、16日に虎ノ門病院に検査

入院し、21日に脳の切開手術、31日

退院という慌ただしいスタートで大

変に皆様にご迷惑をおかけしまし

た。

　幸いに次の８月５日には、第１回

おもいやり亭の下見会に参加するこ

とができまして、以後各委員会の皆

様の絶大なる応援をいただきまして

心より感謝申し上げます。

　今期は創立25周年ということも

あり、12月１日が1200回の例会日で

もあったために、この日を創立25周

年・1200回記念例会・クリスマス家

族会と命名して、内々ではありまし

たが、103名の参加を得、充実した

すばらしい例会を開くことができま

した。ありがとうございました。会

に先立ち世界の災害地にシェルター

ボックスを寄贈するために、チャリ

ティーオークションを開き、結果12

個のシェルターボックスをロンドン

に寄贈しましたが、まさか其の時は

同じシェルターボックスが日本の震

災地へ送られてくるなどとは思って

もいませんでした。そういう意味で

も今期は1000年に一度という大震

災が起こり、忘れられない１年とな

りました。会員の皆様には565万円

もの義援金を頂き、たくさんの支援

物資の提供もいただきました。

　今回の幾多の活動を通し、なんと

いっても自分のクラブで皆が意気

投合し、嬉 と々して、楽しみながら

クラブ運営ができることこそロータ

リーの醍醐味であることを実感いた

しました。

　来期は再び、海内会長・藤掛幹

事に絶大なるご協力を頂きますよう

心からお願いいたしますと共に、皆

様の心からのご支援に感謝申し上

げ、退任の挨拶といたします。



ニコニコボックス
＜東京浅草 R.C.　冨井征也会長、松崎徹哉幹事＞
・今年1年皆さんに大変お世話になりました。
感謝申
し上げ
ます。

＜植木、小林（雅）＞
・浅草R.C.冨井会長、松崎幹事、１年間本当
にご苦労様でした。

＜古谷会長、原田幹事＞
・皆様のご協力により本日の最終例会を向か
える事が出来ました。これまでの支援に対
し心より御礼を申し上げます。そして次年
度海内会長、藤掛幹事のご活躍を期待して
おります。

＜潮田＞
・東京浅草 R.C. 冨井会長、松崎幹事、一年
間お疲れさまでございました。冨井会長の
心の中では、清々しく白雲がなびいている
事と心よりお慶び申し上げます。これからも
公私ともども宜しくお願い申し上げます。

＜海内、永井、長堀、小林（雅）、潮田、宮村、
大塚、浜中、関原、長島、渡辺、中村、矢野、
尾泉、藤掛、上原＞
・いよいよ本年度最終例会です。会長・幹事
はじめ皆さん、お疲れさまでした‼

＜海内、藤掛、長堀、潮田、浜中、関原、
長島、渡辺、矢野、田村＞
・いよいよ来週から新年度が始まります。海
内新会長・藤掛新幹事、よろしくお願い致
します。頑張ろう東京浅草中央ロータリー‼

＜長島＞
・頑張れ		東日本被災地‼　頑張ろう		日本‼
＜親睦委員会一同＞
・会員の皆様、ご家族の皆様、一年間ありが

第1227回ニコニコ金額	 73,000円
今年度ニコニコ累計額	 1,730,000円

とうございました。次年度の委員の皆様が
んばって下さい。

＜伊石、永井、植木、松本、吉田＞
・一年間会員の皆様のご協力に心よりお礼申
し上げます。出席委員会一同。

＜SAA一同＞
・未熟なSAAにもかかわらず、一年間ご協
力ありがとうございました。不行き届きの
点、改めてお詫び申し上げると共に、メン
バーの思いやりに感謝です。本当にありが
とうございました。

＜齋藤＞
・結婚記念日に花束を戴きまして誠に有り難
うございました。おかげさまで13年を無事
に過ごす事ができました。

＜河合＞
・大変お世話になり、有難うございました。
後任の小池・浅草ビューホテルを今後とも
よろしくお願い申し上げます。有難うござ
いました。

＜笹生＞
・幹事から会長の古谷さん、２度目の幹事の
原田さん。不況、会員数の減少、大地震・
原発事故…悪条件のもとでの１年間のご苦
労に心から敬意を表します。そこで１曲、
歌うニコニコ「最終例会は〜」

「最終例会は今日は晴れだった」

♪難問山積　全てをクリアー
古谷会長の　感謝の祈りか
あ〜あ　それとも　女房役果たせし
原田幹事の　澄みし心か
ああああ〜
最終例会は　今日は晴れだった

作詞・歌唱　笹生淡水

＜今週担当　上野雅宏＞

冨井会長 松崎幹事


