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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/ 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

「2011–2012  事業計画発表」
   各委員長

前回（7/6　1228 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

	 43 名	 1 名	 3 名	 39 名	 0 名	 100％	 1226 回例会修正　欠席 1 名・出席率 97.73％

出　席　報　告

◆ゲスト １名	 米山奨学生　チョン チヒョン	様	
◆ビジター ３名 東京浅草RC会長　戸谷 治正 様・幹事　百目鬼 健 様
	 	 東京江北RC　岩城 武 様

会長報告＜海内会長＞
・第１回例会です。
・浅草R.C.戸谷会長、百目鬼幹事、ようこそ

いらっしゃいました。
・前会長・幹事への記念品贈呈。
・小池茂之君入会式。

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＜藤掛幹事＞
・加藤会員が体調を崩され６月末をもって退
会いたしました。

・本日例会終了後、第１回理事会を開催いた
します。理事・役員の方のご出席をお願い

致します。
・ガバナー月信が地区のホームページで公開
されます。　www.rid2580.org/

・各クラブより例会変更のご案内が来ており
ます。クラブ事務所にてご確認下さい。

年間100％出席	 　　岩 戸 正 一 君　23回	　　中 村 義 英 君　20回
		 　　海 内 栄 一 君　４回	　　藤 掛 靖 元 君　３回



委員会報告
＜親睦活動委員会　小林（博）委員長＞
・今年１年よろしくお願い致します。来る
７月20日㈬６時半よりビューホテル「唐紅
花」より小池茂之さんの新入会員歓迎会を
開催致しますので、皆さんふるってご参加
下さい。

＜プログラム委員会　植木委員長＞
・会長方針により、全会員、全委員会より卓
話者の推薦をして頂くようにとのことでご
ざいます。宜しくご協力の程を。

＜長沼交換留学生カウンセラー＞
・青少年交換留学生の山本絵理さんが、ハン
ガリーでの一年間の留学を終え、７月11日
の午後に成田に帰国致します。ハンガリー
での生活は、とても楽しかった様です。

＜ゴルフ同好会　伊石幹事代理＞
・明日７月７日に取手国際ゴルフ倶楽部にお
いて第77回例会ゴルフコンペを行います。
ご参加の方は８：30集合ですので、時間
厳守にてお願いいたします。

2011年〜2012年度　第1回理事・役員会報告
＜審議事項＞
・６月度会計報告……………………… 承認
・東日本大震災人頭分担金（義援金）について
	 …………………………………… 継続審議
・プログラム委員会主催　経営セミナーについて

　	…………………………………… 継続審議
・藤野会員、休会延長について
	 ………………………… ３か月延長を承認
＜報告事項＞
・加藤会員の退会について
	 …………… 体調不良により６月30日退会

ニコニコボックス
＜東京浅草 R.C.　戸谷治正会長、百目鬼健幹事＞
・一年間、東京
浅草ロータ
リークラブの
会長・幹事を
務めます。よろしくお願いいたします。

＜海内会長、藤掛幹事＞
・本日より一年間、皆様にご協力いただきな
がら、無事お役目を勤めあげる様努力いた
します。宜しくお願い申し上げます。

＜小池＞
・先週は温かくお迎え頂き
ありがとうございました。
　本日から正式に入会させ
て頂きます。よろしくお願いいたします。

＜植木、潮田、永井、原田、矢野、宮村、古谷、
伊石、井田、大塚、関原、斎藤、岩戸、髙木、
尾泉、上原、太田、浜中、中村、松本、松﨑＞
・海内会長・藤掛幹事丸の船出を祝して‼
＜潮田＞
・お誕生日のお祝いをして戴き、有難うござ
いました。

＜井田＞
・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。

＜柘＞
・今月から社長をやめ、会長になりました。
＜植木、吉田＞
・プログラム委員会より
＜出席委員会＞
・新年度になり、出席100％達成をめざしま
す。よろしくお願い致します。

＜会報・雑誌・広報委員会　上野、長堀、伊石、
馬場、柘、渡辺＞

・今年一年よろしくお願い致します。
＜SAA一同＞
・本年度、SAAをどうぞ宜しくお願い致し
ます。皆様のニコニコに期待します。

＜笹生＞
・海内会長の“海

かい

”をとり、藤掛幹事の“藤
とう

”を
加え、笹生淡水が名付けし“淺草中央海

かい

藤
とう

丸”の晴れの船出を心から祝福‼
　そこで１曲、歌うニコニコ。

「男の契
ちぎ

り」
♪生まれも育ちも　別々だけれど
淺草中央で　出逢った二人
君が会長で　手前幹事を拝命すれば
男の契りは　鉄より固い
♪行く道ちゃーつさ　親睦奉仕
何処まで出来るか　会員任せ
頑固モンでも　今期１年クラブの為に
命をはるんだ　男をかけて

作詞・歌唱　笹生淡水

戸谷会長 百目鬼幹事



卓　話

「会長就任挨拶」

　　　　　　　　会長　海　内　栄　一

１回目の会長 ───────────────────────────
とても忙しい、こんな年度でした。
2003−04年度　私が55歳　入会14年目、幹事は須藤さん
戸田一誠ガバナー、植木榮ガバナー補佐、小林雅純分区幹事

＊岩戸SAAの進言で例会時の会食方法を変更
＊BF活動最終年　　行政、観光協会等へのBFアピール　次年度ガバナー賞
＊2003.	10月	 ガバナー公式訪問
＊2003.	12月	 地区大会「わがクラブの誇れる活動」で20分間
	 「OA化からITへの10年」　松井会員作成のPPTを私が講演
＊2004.	３月	 北分区IMホスト　当ビューホテルにて開催
	 上原IM実行委員長、長沼副委員長、斎藤副委員長
	 基調講演　田中作次氏
＊2004.	６月	 交換留学生　マリパス来日
＊2004.	６月　RI大阪大会　山尾委員長オンツー関西委員会を組織
　　慌ただしくない時期の会長も経験したい欲求もあったかな？

さて、本年度は ──────────────────────────
＊RI	カルヤン・バネルジー会長	『心の中を見つめよう、博愛を広めるために』
＊水野正人ガバナー	 『簡素にして充実』
＊クラブ	 『質素にして充実』、「豪華にして充実」とはいかない
重点事業
１．設備から心のバリアフリーへ　　　社会奉仕委員会＋全会員
　　＊前年度実態調査書の編集（問題点の抽出）
　　＊仮想改善後の状況と現状の比較検討　　全会員で実態調査
　　＊より良い歩道環境の為の指針策定
　　＊提案書の作成
２．環境改善被災地復興支援事業　　　職業奉仕委員会、環境改善委員会
　　＊会員個々が職場や家庭で実践できる身近な運動
３．三クラブ合同例会　　　SAA＋プログラム委員会＋親睦活動委員会
　　＊12.02 .08
４．会員増強　　　増強委員会＋全会員
　　＊会員数50名への第一歩



卓　話

「幹事就任挨拶」

　　　　　　　　幹事　藤　掛　靖　元

　いよいよ新年度がスタート致しました。私は８年前に一度退会をいたしまし
た。その時の会長が海内さんでした。その海内さんからお声をかけていただいた
以上これをありがたく受け止めお引き受けしてゆこうと思う反面、再入会して約
４年弱、まだまだ私がお引き受け出来る立場ではない。と思い「私は、新入会員
と思ってます。他にも、幹事にふさわしい方がいると思います。どうぞその方々
にお声をかけて下さい。」とお断りを致しました。しかし
　「日常にはない様々な役柄を与えられ、それをこなすことによって新しい体験
を獲得しそれを通し自己を研鑚すると共に人としての広がりを獲得する、将に人
生道場です。このことを深く受け止めていただきたい。」
海内さんから頂いたこの言葉がなぜか心に響き、非才も省みずに幹事の役をお引
き受けいたしました。
　人生には必ず岐路というものがあります。所謂、扇の要に相当するもので右に
行くか左に行くか、その選択により大きく人生も変わります。私もこれまで幾つ
かの岐路がありその選択の結果が今の自分であると思います。もし違う道を選択
していたら、また違う光景に出合い、違う人たちに出合い、違う体験をして、そ
こには今の自分と全く違う自分があると思います。しかし、この、もし・・とい
うのは、ある面では今の自分を否定することにも繋がるわけで、私はその様な考
え方はしないようにしてます。今が全てであり、今、自分がこのような環境の中
で生きているのも今まで出会った、又、今出会っている方々のお陰と感謝をして
ゆくことが何よりも大切な事だと思います。そしてこの幹事就任が扇の要になり
また新しい世界が広がってゆくのだと思います。
　ちょうど新年度がスタートする前に残念ながら退会する方が出てしまいまし
た。一部の委員会では急遽メンバーを入れ替え、無理なお願いを致しているとこ
ろでございます。これから、また、これからも皆様には無理なお願いをすること
もあると思いますが、その節は何卒よろしくお願いを致します。
　初めての体験だけに分からないことも多くご迷惑をお掛けすることもあるかと
思いますが、一年間、クラブ運営が円滑に、そして皆様が楽しめるクラブになる
よう力を尽くし、皆様にお仕えしてゆく所存でございます。
　どうぞ皆様一年間よろしくお願い申し上げます。

＜今週担当　伊石佳髙＞


