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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（７/４　1275 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！

クラブ協議会「今年度事業計画発表」
	 	 	 各委員会

	 46 名	 1 名	 3 名	 41 名	 3 名	 93.18％	 1273 例会修正　欠席 1名・出席率 97.56％

◆ゲスト ３名 東京浅草R.C.　齊藤興平	様・鎌田俊光	様
	 	 米山奨学生　チョン・チヒョン	様
◆ビジター １名 東京中央R.C.　酒井学

のり

雄
お

	様

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

会長報告＜原田幹事＞
・東京浅草ロータリークラブ・齊藤会長、鎌
田幹事のご紹介。

・パスト会長・幹事への記念品授与。
・委嘱状の授与：斉藤地区副幹事、長沼地区
会報・広報・ウェブ委員会委員
・新入会員入会式：山尾会員、立野会員の入
会式の実施

年間100％出席	 　　岩 戸 正 一 君　24回	　　中 村 義 英 君　21回	
	 　　海 内 栄 一 君　５回	　　藤 掛 靖 元 君　４回

鎌田幹事 齊藤会長 山尾会員 立野会員



ニコニコボックス
＜浅草R.C.　齊藤興平会長、鎌田俊光幹事＞
・原田さん、宮村さん、早々とご訪問頂き
有難うございます。一年間どうぞ宜しく
お願い申し上げます。

＜原田会長、宮村幹事＞
・東京浅草ロータリークラブ　齊藤会長、鎌
田幹事のご列席に感謝申し上げます。

・いよいよ本日より、待ちに待った一年が始
まります。皆様の絶大なる御支援を宜しく
お願い申し上げます。

＜大塚＞
・矢野さん、先日は大変お忙しいところご出
席戴きまして誠に有難うございました。今
後ともよろしくお願い申し上げます。

＜S.A.A一同＞
・本年度一年間がんばってまいります。皆様
のご協力よろしくお願い致します。

＜プログラム委員会一同＞
・本年一年間皆様のご協力をお願いします。
委員会一同より。

＜本年度増強委員会　伊石、吉田、長沼、岩戸＞
・山尾さん、立野さん、ご入会おめでとう
ございます。幸先良く２名の増強ありが
とうございます。皆様のご協力なくして
は増強はありません。今後共宜しくお願
い致します。

＜出席委員会　永井、植木、加藤＞
・会員の皆様にお願い致します。今年度、
我々出席委員会は、過去にない程の高出席

委員会報告
＜親睦活動委員会　髙木委員長＞
・７月28日開催の花火大会について、現在32
名の会員ご家族の参加申込をいただいてお
ります。まだ空席がございますので奮って
ご参加ください。

＜S.A.A.委員会　藤掛委員長＞
・被災地復興支援メニューについて
　今般の東日本大震災により甚大な被害を受
けた岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉
県等は風味豊かな食材が豊富な地域として知
られております。しかし、この大震災により
生産基盤の全てを失った方々も少なくあり
ません。	その大震災より 1年半、被災地の
方々は復興に向け必死の努力を続けておりま
す。その方々を支援する為には、その方々が
作られた食材を消費する、食する、しかあり

ません。被災地の方々が思いを込めて作られ
た食材をいただき、	少しでも復興の一助とな
れば、そんな思いを抱き「被災地復興支援メ
ニュー」を企画させていただきました。
今後は月に一回のペースでご提供する予定
です。メニューの中に登場してくる食材の
パンフレットもできるだけ取り寄せました。
ご家庭に、職場にお持ち帰りになり少しで
も食していただく機会を作っていただけれ
ばと思います。被災地の方々の復興への思
いが込められた食材をいただく。その小さ
な積み重ねを大きな復興支援へつなげて行
きたいと思います。
＜鈴虫愛好会　大塚会員＞
・今年は鈴虫が孵化しませんでしたので、皆
様にお渡しすることは出来ません。ゴメン
ナサイ。

幹事報告＜宮村幹事＞
・本日例会終了後、第１回理事・役員会をク
ラブ事務所にて開催します。理事・役員の
出席をお願い致します。

・各クラブの例会会場の変更の案内が来てお
ります。クラブ事務所に置いておりますの
でご覧下さい。



率を狙っています。よろしくご協力の程お
願い致します。

＜前年度会報委員会・同幹事　上野、伊石、
馬場、渡辺、柘、藤掛、フジプリンター田中＞

・前年度、会報委員会の「ご苦労様会」及び
二次会残金をニコニコへ。

＜太田、長島＞
・東日本大震災
　　　頑張ろう		東日本‼
　　　立ち上がれ		日本‼
＜潮田＞
・お誕生日お祝い有り難うございました。
＜長沼＞
・小石川R.C.の梶原会員より皆様に東京オリ
ンピックのバッチを頂きました。2010年東
京開催招致に、是非ご関心ご協力お願い致
します。

＜天笠＞
・娘の家族が５年間の海外勤務を終えて、
やっと帰国いたします。孫達も喜んでおり
ました。私もうれしいです。

＜上野＞
・山尾さん、先日はごちそう様でした。ま
た、再入会おめでとうございます。

＜斎藤＞
・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。お陰様で、14回目を迎える
ことができました。

＜太田、渡辺、藤掛、小池、長島、吉田、山尾、
上原、関原、海内、中村、永井、大塚、尾泉、
小林（雅）、矢野、松本、植木＞

・原田会長、宮村幹事丸の船出を祝して‼
＜宮村、藤掛、関原、中村、渡辺、髙木、上原、

原田、海内、永井、長島、大塚、尾泉、斎藤、
伊石、矢野＞

・山尾さん再入会、立野さん入会、おめでと
うございます。

＜山尾＞
・ご縁があり、再入会をさせて頂くことにな

りました。関係皆様に改めて、お礼申し上
げます。一からの勉強となりますが、ご指
導の程、宜しくお願い申し上げます。

＜立野＞
・新入会員の立野と申します。若輩者ですが
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

原田・宮村丸の船出を心から祝し、応援

歌を献上。そこで一曲、歌うニコニコ

「会長なら・幹事なら」

「会長なら・幹事なら」

♪幹事なら　幹事なら

浅草中央（RC）で　尽くす一人

原田	 毅
たけし

新会長のために

杖になるんだ柱にも

幹事ならやってみな

会長なら　会長なら

愚痴は言うまい　嘆いちゃならぬ

会社・家庭を　二の次にしても

ノーと言わないロータリアン

会長ならやってみな

会長なら　幹事なら

寝ても覚めても　親睦奉仕

長いようでも　一年じゃないか

超我の心は広く持て

男ならやってみな！

作詞・歌唱　笹生淡水　　



卓　話

「会長就任挨拶」

　　　　　　　　会長　原　田　　　毅

　本日より　12〜13年度のスタートで
す。皆様の絶大なるご協力を宜しくお願
い致します。始めにクラブ創立以来２度
目の会長就任を頂きました海内会長、ま
た八面六臂の活躍をされました藤掛幹事
のお２人に心から御礼を申し上げます。
　さて、ご存知のように本年度のRI会長
は八潮ロータリーの会員であられる田中
作次氏でありまして、本年のRIテーマ
は「奉仕を通じて平和を」であります。
田中RI会長は、「ロータリーにおいて、
奉仕とは、片手間にする事でも、たまに
取り組んでみる事でもありません。奉
仕とは生き方です。それは思いやりの心
を重んじる事であり、調和へと至る道で
す。」と述べられていますが、石川ガバ
ナーに地区のテーマは無いのですか？	と
お聞きすると、特別には作っていない
が、あえて言えば「ENJOY		ROTARY」
と言う事でしょうか？	と言われました。
その心を受け、私共の本年のクラブテー
マは「クラブライフの充実で、ロータ
リーの魅力を語ろう！」副題「退会した
くないクラブ創り」とさせて頂きまし
た。私共のクラブも創立28年目を迎え、
チャーターメンバーは言うまでもなく28
歳の年を取ってしまったわけです。今や
クラブの65％の会員が60歳以上と成って
います。かく言う私は、日本で一番ロー
タリアンが多かった年、粗製乱造といわれ
た1997年に49歳で入会し、16年が経ちまし
た。いつまでも若いつもりでいましたが、
９月には65歳になろうとしています。
そういう意味で、今後は30代から50代の現

役バリバリの皆様の熱烈なサポートを頂き
ながら、老壮青一体となって、クラブ運営
に取り組んで参りたいと考えます。
　各委員会の活動を充実させ会員同士の
親睦を更に深めます。少数の委員会に所
属する会員は、極力他の多人数委員会の
会合等に参加して欲しいと思います。そ
の為に、多人数の委員会で会合を開く場
合は例会時に希望者が参加できるよう
に、アナウンスして下さい。とにかく、
今いる会員が止めたくならないクラブ作
りを目指します。
　その為の知恵・工夫を各委員長に切に
お願い申し上げます。
「入りて学び、出でて奉仕せよ」の精神
を学び、ロータリー活動の魅力を大いに
語り、会員の増強を図りましょう。

1300回記念例会
2013年１月23日に1300回の例会日を迎え
ます。この日が、思い出の例会日になり
ますように、東京スカイツリーで記念例
会を開催します。

地区大会
本年度の地区大会は、2004年11月以来、
９年ぶりに沖縄で開催されます。開催日
は2013年２月19日、20日。一人でも多く
の奥様を同伴頂き、ロータリーへの理解
を深めて頂きたいと思います。

夜間例会
2012年９月19日、同12月19日（クリスマ
ス家族会）



「幹事就任挨拶」

　　　　　　　　幹事　宮　村　義　男

2013年１月23日（1300回記念例会）、
同５月22日の４回、夜間例会を開催しま
す。奥様方に喜んで頂ける楽しい卓話と
食事を準備致します。

東日本大震災復興支援事業
昨年10月26日、27日にクラブ有志で震災
地の視察をしましたが、現地に身を置く
事の大事さを痛感いたしました。本年も
有志を募り、現地の視察を実施したい
と思います。ともあれ、東日本大震災は

幕末、太平洋戦争に継ぐ「第３の敗戦」
とも言うべき深刻な事態で、その復興
にはまだ幾数年を要するものと思われま
す。そのため、復興支援事業は継続事業
とし、社会奉仕委員会と復興支援委員会
のジョイントで、何か我々にお手伝いで
きる事を探し、クラブの総意として、支
援活動を持続したいと思います。本年１
年、宮村幹事共々、皆様のお世話になり
ますが、宜しくお願い申し上げます。

　いよいよ新年度がスタート致しました。
　私は大塚さんのお誘いで 2004 年２月に
東京浅草中央ロータリークラブに入会さ
せていただきましたが、まさか幹事の大
役を引き受ける事になるとは夢にも思い
ませんでした。原田会長より幹事を引き
受けてほしいとお声を掛けて頂きました
が、自分には大役過ぎるし、又体調のこ
ともありお断りしておりましたが、人形
町の清浜田にて開催された「旬の会」の
宴席にて大塚さんご夫婦、斉藤さんご夫
婦、山尾さん、原田さんご夫婦皆様の薦
めに酒の勢いでつい引き受けてしまいま
した。翌日大変な事を引き受けてしまっ
たと後悔いたしましたが、酒のうえとは
いえ一度引き受けたからにはクラブのた
め微力ながらこの身を捧げる決心を致し
ました。
　其れからが大変です。パソコンは出来
ない、メールは出来ない、しかたなく原
田さん、藤掛さんにいろいろ教わりお陰

様で何とか出来るようになりました。原
田さん、藤掛さん、ありがとうございま
した。
さて来月 29 日には公式行事最初のガバ
ナー公式訪問があり、11 月 14 日に北分
区 IM、来年２月４日に三クラブ合同例
会、２月 19 日、20 日には第 2580 地区の
地区大会が沖縄で開催されます。又クラ
ブ行事では 12 月 19 日のクリスマス家族
会、来年１月 23 日には 1300 回記念例会、
年数回開かれる炉辺会合等様々な行事が
開催されますが、各委員会と連絡を取り
合い成功する様微力ながら頑張りますが
浅学菲才の身、会員皆様のご協力、ご指
導がなければ成し得ません。どうぞ１年
間宜しくお願い申し上げます。

１年間の自己目標

会長を補佐する女房役に徹する
クラブを支える縁の下の力になる
出過ぎず、目立たず、確実に

＜今週担当　小林　博＞


