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　2012ー 2013年度テーマ
R . I . テ ー マ	 「奉仕を通じて　平和を」	 R . I . 会 長	 田 　中　作　次
	 	 地区ガバナー	 石 　川　正　一
クラブテーマ	 「クラブライフの充実で、ロータリーの魅力を語ろう！」	
	 	 クラブ会長	 原 　田　　　毅

本日の卓話

前回（６/27　1274 回例会）の記録

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

今後の卓話予定

来　訪　者　紹　介

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！

新会長・新幹事挨拶
	 	 	 原田会長・宮村幹事

	 45 名	 1 名	 3 名	 31 名	 10 名	 75.61％	 1272 例会修正　欠席 3名・出席率 92.68％

◆ゲスト ０名 
◆ビジター ３名 東京上野R.C.　丸山　進	様
  東京浅草R.C.　戸谷浩正	様・鈴木勝也	様

７/11	 クラブ協議会「今年度事業計画発表」	 各委員会
７/18	 「接遇道」	 ㈱シャンテッラ 代表取締役 柳田真知子様
７/25	 「スカイツリーと墨田区の町おこし」	 料亭きよし 女将 小林綾子様

7月お誕生日祝
	 8	日	（68 才）	藤野勝彦君	 15	日	（45 才）	 馬場洋介君

	 22	日	（49 才）	潮田幸一君

幹事報告＜藤掛幹事＞

・入会希望者の立野秀一様、再入会希望者の

山尾尚司様につきまして、会員の皆様に入

会の賛否をご審議いただきました結果、異

議はございませんでした。またお二方から

の会費の払い込み（立野様につきましては

会費と合わせ入会金）も確認出来ました。

よって７月４日の次年度第一例会に於いて

入会式を行います。

・各クラブより例会臨時変更のご案内が来て

おります。詳細はクラブ事務所にて御確認

下さい。



ニコニコボックス
＜浅草R.C.　戸谷浩正様＞
・海内会長、藤掛幹事さん１年間のお勤め
御苦労様でした。

＜浅草R.C.　鈴木勝也様＞
・海内さん、藤掛さん、お疲れ様でした。
そして、原田さん、宮村さん、船出を
祝ってご苦労さまです。

＜大塚、宮村＞
・鈴木さん、ようこそいらっしゃいまし
た。どうぞお楽しみ下さい。来年度も宜
しくお願い致します。

＜大塚、宮村、原田、永井、浜中、小池、吉田、
藤田、松崎、長島、大泉、植木、斎藤、渡辺、
小林（雅）、高木、上原、井田＞

・海内会長、藤掛幹事、一年間大変お疲れ様
でした。ありがとうございました。

＜海内、藤掛＞
・一年間、無事大役を終える事が出来まし
た。会員の皆様、ありがとうございました。

＜高木、吉田、松本、髙木、笹生、小林（雅）＞
・プログラム委員会より１年間ありがとう
ございました。

＜大塚、潮田＞
・本年度は会計業務にご協力戴きまして誠
に、ありがとうございました。

＜上野、伊石、柘、渡辺、馬場＞
・会報・雑誌・広報委員会、皆様のご協力の
おかげで無事に全号、滞りなく発行できま

した。１年間ありがとうございました。
＜松崎＞
・本日は本年度最終例会です。本年度最後
のニコニコをよろしくお願い致します。

＜松崎、長島、藤掛、太田＞
・東日本大震災
　　　頑張ろう		東日本‼
　　　立ち上がれ		日本‼
＜大塚、伊石、宮村、髙木、中村＞
・龍ヶ崎カントリークラブでのゴルフ例会
２次会の残金をニコニコします。

委員会報告

＜次年度親睦活動委員会　髙木委員長＞

・７月28日開催の「隅田川花火を楽しむ会」に

参加ご希望の会員の皆様、７月15日が申込

締切となります。宜しくお願いいたします。

＜宮村次年度幹事＞

・７月４日例会後新年度第１回理事・役員会を

開催致しますので、理事・役員各位出席の程

お願い致します。

吉例の「最終例会は〜〜だった」は、
海内会長再登板という事もあり、今回は

お休み。代りに、７月・８月は夏眠（か

みん）に入るお詫びに、本日は 27 日・鮒

の日とて、店（鮒金）の佃煮少々ご笑味

下さい。

歌うニコニコ「ふなきん（ふるさと）」

♪うなぎ　おいしぃ　佃煮

　　　　　小鮒うまし　甘露煮

　毎月27日は　鮒の日

　　　　　鮒金の　サービスデー　

作詞・歌唱　笹生淡水　　



卓　　話

「一年を振り返って」

　　　　　　　　会長　海　内　栄　一

① ④

② ⑤

③ ⑥



⑧

⑦

⑫

⑪

⑨ ⑬

⑩ ⑭



卓　　話

「一年を振り返って」

　　　　　　　　幹事　藤　掛　靖　元

　本日、	最終例会を迎えることとな
りました。幹事として至らない点が
多い中、ここまで来られましたのも
何と言っても皆様のお力添えのお蔭
です。感謝申し上げます。また本日、
浅草クラブより戸谷会長様がお見え
です。昨年 7 月のガバナー訪問、3
クラブ合同例会等大変お世話になり
ました。有り難うございました。本
日は、短い時間ですが、会長がクラ
ブ全体を通し一年を振り返りました
ので私は委員会活動について振り
返って見たいと思います。
本年度は海内会長のテーマ「質素に
して充実」のもと充実した委員会活
動が行われました。

１．クラブ奉仕委員会（原田委員長）
　11 月 14 日　北分区合同例会にて
のインターシティフォーラムに於い
てわがクラブ代表として発言。その
中でロータリーの目的について英文
を訳したものではなく日本人が日本
語により書かれた「大連宣言」の紹
介がありました。
そして原田委員長のもとに、クラ
ブ奉仕系では下記の活動が行われ
ました。

（1）SAA（永井委員長）
　先日クラブ協議会で力強い発表
をしていただきました。その通り、
例会運営の要としてご活躍いただ
きました。ガバナー訪問時の浅草
クラブとの合同例会、当クラブが
幹事をさせていただきました 3ク
ラブ合同例会等、しっかりとした
運営をしていただきました。特筆
すべきは食事です。「暖かいもの
は暖かかく、冷たいものは冷た
く。」レストラン厨房と例会場を
直結、料理の質の向上を図りまし
た。各料理長を例会場に呼び解説
をしていただく事で料理長のモチ
ベーションの向上も図りました。
この改革に取り組み成果を上げた
井田委員の功績は大であります。
他クラブからも「浅草中央さんの
食事は良くなったね。」との声を
耳にします。これは何としても次
年度に引き継がなければなりませ
ん。次年度 SAA委員長に私から
もよく言い渡します。

（2）親睦活動委員会（小林（博）委員長）
　７月の新入会員歓迎会から始
まり、日本橋三越本店屋上での暑



気払い、ワインを楽しむ会、そ
して震災で中止した JAXA 見学
会の復活、クリスマス会、熱海旅
行会、最後は先日の草津亭での
会長幹事慰労会で締めていただ
きました。途中で副委員長が休
会する中、また、血液のヘモグ
ロビンの減少という事態になっ
たにも関わらず、がんばってい
ただきました。

（3）会報 ･ 雑誌・広報委員会（上
野委員長）
　上野委員長らしく綿密な計画の
中、誰もが出来る週報の実現を目
指し、全委員の協力の下に無駄の
ない週報作りをしていただきまし
た。特にフジプリンター田中社長
さんとのコミニュケーションを
しっかり取っていただき週報作り
をしていただきました。

（4）出席委員会（折原委員長）
　一番の成果は、折原出席委員長
が委員長としてのモチベーション
を発揮、自らが範を示し自己の出
席率を向上させたことです。それ
によりわがクラブの出席率も向上
いたしました。出席率の計算方法
は検索表からの算出と検算の併用
が必要かと思われます。

（5）プログラム委員会（植木委員長）
　植木さんの人脈と、ロータリア
ンの方々に多く登壇していただ
き、興味深い卓話が多かったと思
います。

（6）会員増強委員会（長島委員長）
　本年度の重点事業です。また
増強は永遠のテーマもあります。
ロータリー情報委員会協賛にて炉
辺のテーマとすることで会員全員
が増強委員との認識を持っていた
だき努力されました。健康を回復
された天笠さん、加藤さんの再入
会、また、立野さんの入会。最後
に山尾さんの再入会。嬉しい限り
です。

（7）ロータリー情報委員会（齋藤
委員長）
　２回の炉辺にて増強をテーマと
し、増強への認識を植え付けてく
れました。私が、立野さんへ入会
を勧めたのも今考えるとこの認識
があったからと思います。また、
東日本大震災への対応、ブラッ
シュアップ親睦等、タイムリーな
取り組みやすいテーマでの炉辺で
大いに意見交換が出来ました。

（8）IT 推進委員会（馬場委員長）
　HPのメンテナンスなどやって
いただきました。例会出席システ
ムについてはまだ利用されてない
ところがあります。利用方法等次
年度の課題となると思います。

２．職業奉仕委員会（長沼委員長）
　職業奉仕 12 か条の唱和、10 月の
地区環境保全委員会の若林さんの卓
話などで職業奉仕への認識を深める
努力をしていただきました。



３．社会奉仕委員会（岩戸委員長）
　「設備のバリアフリーから心のバ
リアフリーへ」海内会長の重点事業
です。8月の車椅子による実地調査
を経て、その調査報告書の完成を目
指し作成中です。その報告書の根底
にあるものはハードのバリアフリー
から心のバリアフリーへの提言です。
７月の中旬に完成させる予定です。

４．国際奉仕委員会（園部委員長）
　園部委員長が地区国際奉仕委員会
の研修会に参加し知識の習得に努め
ていただきました。園部委員長は米
山奨学カウンセラーとして病から復
帰した奨学生・チョン・チ・ヒョン
君のケアをしていただきました。

５．新世代奉仕委員会（田村委員長）
　11 月に地区インターアクト委員
会委員長の岡村様の卓話を通し、イ
ンターアクトへの理解を深める機会
をつくって頂きました。

６．東日本大震災復興支援特別委員会
（園部委員長）
　園部委員長の下、11 月の被災地
視察を行い、自分たちの目で見る
ことで被災地の状況を認識致しまし
た。この委員会は引き続き次年度に
ても活動をしていきます。

７．会計　大塚さん
　体調が心配でしたが、細かいとこ
ろまで目を配っていただき、助かり
ました。

以上の活発な委員会活動により海内

会長の 4つの重点事業、1. 設備のバ
リアフリーから心のバリアフリー
へ、2. 被災地復興支援事業　3. 増強
３クラブ合同例会の実行、の全てが
達成されました。各委員会委員長は
じめ委員の皆様。改めまして感謝申
し上げます。有り難うございました。

話しは私事になりますが、海内会長
から幹事の依頼を受けた時に頂いた
メッセージ、
「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、将にロータリーは人生道場
です。このことを深く受け止めてい
ただきたい。一緒にタッグを組んで
やろうじゃないか！」
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。そしてこの 1年を振り返
りまさにその通り、今までにはない
色々な体験をさせていただきました。
海内会長のもとで幹事ができました
ことが本当によかったと思います。

愈々次週より原田会長、宮村幹事の年
度がスタートしてまいります。皆さん
で大いに盛り上げて行きましょう。私
は、今度は襷をかけまして、また皆様
の前に登場いたします。どうぞ嫌がら
ずお付き合いください。微力ながら楽
しいクラブづくりに邁進致しますので
何卒よろしくお願いいたします。
海内会長、会員の皆様、一年間本当
に有り難うございました。心より感
謝申し上げ私の挨拶と致します。

＜今週担当　関原光治＞


