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会長　藤 掛 靖 元
幹事　伊 石 佳 高

本日の卓話

今後の卓話予定

「クラブ協議会・今年度事業計画発表」
	 	 	 各委員長

７/17	 「みなさんに知ってもらいたいマレーシアのこころ」	
	 	 	 米留学生　モハマド・ノル・アズリンダさん
７/24	 「築地市場と魚」	 東都水産㈱　冷凍塩魚部長　赤星博之様
	 	 	 日本おさかなマイスター協会　事務局　大森良美様
７/31	 休　　会
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　2013ー 2014年度テーマ
R . I . テ ー マ	 「ロータリーを実践し　みんなに豊かな人生を」
	 	 R . I . 会 長	 ロン	D・バートン
	 	 地区ガバナー	 吉 　田　建　二
クラブテーマ	 「参加し行動しよう」	
	 	 クラブ会長	 藤 　掛　靖　元

会長報告＜藤掛会長＞
・愈々、新しい年度がスタート致しました。
一昨日浅草クラブへ伊石幹事と表敬訪問し
新会長、幹事としての洗礼を受けて参りま
した。本日はわがクラブの初日です。開会
の点鐘をさせていただきましたが、その鐘
の響きの中にひしひしと責任の重さを感じ

ました。一年間頑張ってまいります。皆様
どうぞよろしくお願い致します。
　◦前年度原田会長、宮村幹事へ記念品贈呈
　◦委嘱状授与
　　地区職業奉仕委員会副委員長	 長沼一雄
　　地区職業奉仕委員会委員	 海内栄一
　　地区クラブ奉仕委員会委員	 岩戸正一

	 　　藤 掛 靖 元 君　５回　　岩 戸 正 一 君　25回
年間100％出席	 　　中 村 義 英 君　22回　　園 部 容 弘 君　７回
	 　　海 内 栄 一 君　６回　　

幹事報告＜伊石幹事＞
・各クラブより例会変更のお知らせが来てお
ります。クラブ事務所にてご確認下さい。

・上半期の会費の御請求をポケットに入れさ

せて頂きました。宜しくお願い致します。
・本日、例会終了後第１回理事・役員会を行い
ますので、クラブ事務所ご集合願います。

前回（7/3　1320 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

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！

	 46 名	 3 名	 ４名	 36 名	 5 名	 87.80％	 1318 回例会修正　欠席 3名・出席率 92.11％

◆ゲスト ０名 　
◆ビジター ０名 



委員会報告
＜親睦活動委員会＞
・今年度の誕生祝のプレゼントは井田さんの
「小桜　かりんとう」と笹生さんの「鮒金
つくだ煮」の浅草名物・甘辛コラボです。

＜斎藤彰悟会員＞
・６月 21 日〜 28 日までリスボンで開催され
た第 104 回ロータリー国際大会に参加しま

した。23 日には石川ガバナー主催の石川
ナイトには約 120 名の地区メンバーが出席
し、盛況でした。

＜ゴルフ同好会　髙木幹事＞
・10月７日㈪北分区ゴルフ大会のご案内です。
開催場所は飯能ゴルフクラブとなります。
詳細は次回例会時にご案内させていただき
ます。

＜審議事項＞
１．６月度会計報告………………………承認
２．被災地復興支援ニコニコ取崩しについて
	 …………………………………………承認
３．ガバナー公式訪問クラブ協議会について
	 ……………………………………継続協議
４．浅草神社公式参拝（2014年１月８日移動

例会）について………………………承認
５．前年度からの継続事項について（協議事

項又は報告事項）
　　片岡会員→退会
　　吉田会員・本会員・馬場会員→休会

＜協議事項＞
１．クラブフォーラムについて
　　	………………… 年１回の開催　H26	6/4
＜報告事項＞
１．第五奉仕部門の名称変更について
２．社会奉仕委員会　復興縁日について
	 ………………H25年	10/12、13	開催予定
３．プログラム委員会　卓話の状況について
	 ………年間予定、卓話者への会報の郵送
４．職業奉仕委員会　見学会について
	 …………………職場見学会　下半期予定
５．親睦活動委員会…………8/12　納涼大会

2013年〜2014年度　第１回理事・役員会報告

ニコニコボックス
＜藤掛、伊石＞
・今日から新しい年度のスタートです。がん
ばります。皆様のご協力の程よろしくお願
い致します。

＜後上、原田、植木、立野、永井、加藤、関原、
藤田、天笠、大塚、山尾、海内、斎藤、宮村、
小林（雅）、松本、上原、尾泉、上野、中村＞

・藤掛会長、伊石幹事のスタート‼　今期も
素晴らしい年になりますように。

＜親睦活動委員会　長沼、田村、小池、立野、
後上、浜中＞

・本日より新年度が始まりました。親睦会一
同、力を合わせ頑張りますので、よろしく

お願い致します。
＜SAA一同（５名）＞
・一年間ガンバリますので、皆様もニコニコ
よろしくお願いします。

＜渡辺、山尾、松本、園部＞
・会報委員会です。充実した会報作りを心掛
けますので、ご協力よろしくおねがいしま
す。

＜太田、大塚、斎藤、松崎＞
・出席委員会、今年度一年会宜しくお願いし
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。



卓　　話

　　会長就任挨拶

　　　　　　　　会長　藤　掛　靖　元

１．プロローグ
新しい年度がスタート致しました。
開会点鐘の鐘の響きの中にひしひし
と責任を感じました。皆様の切なる
ご協力をお願いする次第です。
丁度一年前の第一例会終了後に会長
をお受けすることを決断、即幹事を
伊石さんにお願い致しました。彼に
は私にはないパワーがあります。大
変心強いパートナーです。快く？引
き受けて頂いた伊石さんに感謝です。
これで前進する準備が整いました。

２．大切にしたい事
⑴会長は会員の皆様へお仕えする立場
一昨年幹事を拝命し当時の海内会
長の基で一年間務めさせていただ
きました。その時皆さんが楽しめ
るクラブであることを切に願いま
した。その体験から形の上では会
長という立場ですが、気持ちは皆
さんにお仕えする立場である事を
心に据えて行きます。
⑵明るく元気
会長が暗いとクラブ全体が暗くな
ります。その為には自分自身が楽
しんで行く気持ちが大切だと思い
ます。エンジョイ		ロータリーです。
⑶未来に向けた話をする
会長、幹事など会の要職を引き受
けるにあたって悩まず即引き受け
る方は稀だと思います。その役に
付くには誰もが一定のプロセスを
持ちます。自分の心の状態は自分
が一番よく知っているわけです。
ですから、そこに拘る事無く今の

時点から将来に向けたビジョンを
語る、未来に向けた話をすること
が大切であると思います。

３．クラブのテーマ

　　〝参加し行動しよう〟
⑴参加とは
幹事が決まりました。次はクラブ
テーマです。その時、フッと参加、
行動というキーワードが頭に浮か
びました。これだ、と即決。「参加
し行動しよう」です。その時、過
去の RI 会長はどんなテーマを考え
ていたのだろうかと思い調べたら、
凄いテーマがありました。日本か
ら出た初の RI 会長（1968-69 年度）
東ヶ崎潔氏（東京ロータリークラ
ブ）のテーマ「参加し敢行しよう！
（PARTICIPATE!）」です。東ヶ崎
氏はこの参加ということについて
「PARTICIPATE」の語彙を使い、
喜び・苦しみを共にしその役割を
果たす、と捉え、ただ単に加わっ
ている「JOIN」とは違うことを強
調しております。私も同感いたし
ました。また、私はこの参加には
例会への出席という意味があるこ
とを強調したいと思います。ロー
タリーの例会に出る事がまず参加
の基本です。

⑵行動とは
参加をしても行動が伴わなくては
意味がありません。行動すること
で智恵（智慧）が生まれ経験が積
まれます。そして利他（他が為）



の行為も自己に還り自身の成長に
繋がります。「まず参加、そして行
動」です。
是非、皆さんの心に「参加し行動
しよう」を刻んでいただきたく思
います。

４．本年度の事業概要
⑴ 4つの柱
「参加し行動しよう」のテーマから
導き出された方針が 4 大重点事業
です。
「被災地復興支援」と「ローターア
クトの活動について理解を深める」
はリンクをしております。私が個
人的に行って来たボランティア活
動を進める中で地区ローターアク
トが展開する「気仙沼仕事創出プ
ロジェクト」に出合いました。そ
してローターアクト達が真摯に活
動している姿を見て、この事実を
クラブに伝えたいと思い本年度の
事業計画に組み込みました。具体
的な活動として、矢野会員に協力
していただき、浅草神社の境内に
て「復興縁日」（10 月 12 日、13 日）
を行います。気仙沼、石巻、北岩手、
七ヶ浜、福島の 5 つの地域より出
店をしていただきます。そこにロー
ターアクト達が協力体制を牽きま
す。12 日の夜には懇親を兼ねた交

流会を行い、出店した方々、ロー
ターアクト、と交流、親睦を図り
ます。
「老舗に学ぶ」は 100 年以上続く老
舗の企業のトップの卓話、また老
舗企業研究家による卓話を通し自
己の職業観を深める機会を作りま
す。また「増強」は永遠のテーマ
であり常に会員の心に置いていた
だきたいテーマです。

⑵各委員会の連携
この 4 大方針の基に、社会奉仕委
員会、青少年奉仕委員会、プログ
ラム委員会、職業奉仕委員会、増
強委員会、親睦活動委員会がお互
いに連携をとり一体となって活動
を推進してゆく事がポイントです。
比較になりませんが、安倍総理は
3本の矢ですが私は 4本の矢です。
今 4 本の矢が放たれました。皆様
の「参加し行動しよう」という心
に導かれましたなら的を射ること
が出来ると思います。今般、自分
の非力も省みず会長という大役を
お受けいたしました。本当に力不
足でございますが、皆様のご協力
を頂く中に明るく楽しいクラブを
創って行きたいと思います。ご協
力の意ほどよろしくお願い申し上
げます。

　　幹事就任挨拶

　　　　　　　　幹事　伊　石　佳　高

　いよいよ新年度がスタート致しま
した。
　私は 2003 年 10 月１日に吉田さん、
大塚さんにスポンサーとなって頂きこ

の浅草中央ロータリークラブに入会さ
せて頂きました。それから早約10 年、
ひょんな事から幹事と言う大役を仰
せつかり未だに戸惑っております。



　入会当初より連続して青襷、赤襷
を計３年間経験させて頂き、ロータ
リークラブは正に肉体労働と思って
おりました。幸い私の職業分類は３
Ｋの代表格の二輪車販売ですのでさ
して違和感も無く委員会活動に勤し
んでおりましたが、10 年経った今、
ロータリークラブ最大の肉体労働で
ある幹事と言う大役を仰せつかると
は思ってもおりませんでした。
　入会の経緯として町会でお世話に
なり又、大先輩の大塚さんよりお声
を掛けて頂きました。今でこそ多少
丸くもなっておりますが、当時大塚
さんは我々町会青年部の大先輩で、
それこそまともに口を利けない位
おっかない方でした。私もその他ロー
タリークラブ、ライオンズクラブを
含む色々な会よりお声を掛けて頂い
ておりましたが、その都度言い訳を
し逃げ回っておりました。しかし大
先輩の大塚さんにお声を掛けられた
らヘビに睨まれたカエルの如く例会
見学も無く、即入会となった次第で
す。
　幹事となった経緯は原田前会長の
任期中、初めてノミニー委員会が立
ち上がり、何故か若手としてメンバー
に加えて頂きました。その結果、今
回藤掛会長就任の生みの苦しみを自
分なりに十分理解しておりました。
会長を受けて下さった藤掛さんの心
意気に関心、尊敬をしていた矢先、
幹事就任を打診され断りきれずお受
け致しました。私の幹事就任に当たっ
てご迷惑を掛けた方、又色々と相談
にのって頂いた方々に対しこの場を
借りお詫び、御礼申し上げます。

　今期藤掛年度の会長方針である『参
加して行動しよう』を率先して実行
し、【被災地復興支援】・【ローターア
クトの活動について理解を深める】・
【老舗に学ぶ】・【増強】の４大重点事
業の成功に尽力してまいります。

　10 月 12、13 日に開催予定の復興縁
日は今期の最大の目玉として社会奉
仕委員会、青少年奉仕委員会、親睦委
員会、クラブ会員全員と連携、協力を
し『参加し行動しよう』の会長方針の
下、少しでも被災地復興の手助けとな
れば幸いです。又、プログラム委員会
の協力を仰ぎ被災地の現状を知る卓
話等も行う予定であります。
　復興縁日等を通じて青少年奉仕委
員会協力のもと、ローターアクトと
の連携、親睦を図り、ローターアク
トの活動について理解を深める様に
致します。又、アクトによる卓話も
予定しております。
　職業奉仕委員会、プログラム委員
会、親睦委員会協力のもと【老舗に
学ぶ】と題しまして老舗企業のトッ
プ及び老舗企業研究家の方々の卓話
を予定しております。こちらは藤掛
会長の個人的な繋がりを持って実行
致します。又、企業見学も予定して
おります。
　増強においては第 2580 地区の吉田
健二ガバナーの方針であります『エ
ンジョイ、ロータリー』のもと増強
委員会及び会員全員協力のもと、仲
間を増やす行動＝現会員の退会防止
の為の活動をしてまいります。前期
原田会長から引継ぎ、増強の為のツー
ルも作成中です。本音で言えばクラ
ブの財政改善においても増強＝退会
防止は最重要案件です。

　幹事就任に当り、戸惑い不安を抱
えております。しかしながら少しで
も藤掛会長の力になり、会員皆様の
お手伝いが出来る様に粉骨砕身の覚
悟にて頑張ります。分からない事も
多く会長はじめ会員の皆様に少なか
らずご迷惑をお掛けする事と思いま
すが、宜しくご指導、ご容赦頂けま
す様お願い申し上げます。
重ねて、何卒１年間宜しくお願い申
し上げます。



＜今週担当　山尾尚司＞

一年間、お疲れ様でした
藤掛会長より、原田前会長・宮村前幹事に感謝を込めて記念品が贈呈されました

地区職業奉仕委員会　長沼副委員長
地区職業奉仕委員会　海内委員

13-14 年度　
地区役員任命状が授与されました

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（酔蜻蛉）
梅雨空け宣言と同時に、35℃からの猛暑が続き日本の気候もまるで狂ったかのようである。
　もうすぐお盆が近いが、ご先祖様もこの暑さでは帰って来るのを躊躇されるのではと思われる今日この頃
である。
　お盆には、精霊を迎えるためにお盆の初日の夕方、門口で、おがら（麻の茎の皮）等を焚く道しるべとなる「迎
え火」を行い、3～ 4日間過ぎた後に、あの世への道に迷わぬように送りだすのが「送り火」と言われている。
　関東は 7月の 13 ～ 15 日の 3日間が盂蘭盆だが、関西は 8月 13 ～ 16 日に行われている。中でも、京の五
山の送り火は有名で、夏の風物詩となり多数の観光客で例年、賑わっている。五つの山に火が点されるが、もっ
とも良く知られているのが、東山如意ヶ嶽の「大」の字で、京の人々は、大文字山という。
　五山は、火が点る順にいうと、「大文字」が最初で、後は反時計周りに、松ヶ崎の「妙法」、西賀茂の「舟形」、
続いて如意ヶ嶽の大の字を水に映した「左大文」に火が点る。最後に火が点るのは、北嵯峨鳥居本の低い山
にある、「鳥居形」である。一時間足らずで、五山の火は全て消える。
　ドンブリの酒に、「大」の字映し、心に願いごとを念じ飲み干すと、叶うと教えられたが、時すでに遅し
か ---------。　合掌

ほ ん の 一 言


