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会長挨拶＜潮田会長＞
・本日は、R I第2580地区ガバナーエレクト、野
生司義光様をお迎えして、
「建築と私」という
タイトルで卓話をいただく予定です。野生司カ
バナーエレクト、後程、楽しみにしております
ので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
・「沖縄地区大会」、皆さん大変お疲れさまでし
た。沖縄という地での地区大会でしたので、
幹事報告＜土師幹事＞
①2月の理事・役員会にて協議を頂きました
が、次年度の当クラブが主管する地区大会
に備え、新たな事務局員として、解散され

報

告

出席率

修

正
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75.56％

数日間、寝食を共に過ごしまして、より一
層の親睦を深められたのではないかと思っ
ております。また、メインプログラムであり
ます、RI 会長代理、千玄室猊下の特別講
演は、 平和を 切り口にした大 変 意 味深い
お話でありました。これからのロータリー
ライフ・生き様の指 針としていきたいと思
います。
たあすかロータリークラブの元事務局員で
ある水谷さんという方を3月よりお迎えす
る事になりました。3月4日の例会にて皆様
にご紹介させて頂きます。

②それに伴いまして、誠に残念ではありますがク
ラブの事務運営にお手伝いを頂いておりまし
た田久保さんが2月末にて退職され水谷さんに
引き継ぐ流れとなります事をご報告致します。
次週例会が休みの為、本日が最後となりま
す。この後にご本人よりご報告を兼ねてご挨
拶を頂きます。田久保さん、短い期間ではあり
ましたが、大変お疲れ様でした。
③ロータリー米山記念奨学会より、当クラブが

「米山功労クラブ」として表彰されました。
④新型コロナウィルスが猛威を奮っております。
メンバーの皆様におかれましても例会への参
加時には、会場入口にございます機械にてア
ルコール消毒の励行をお願い致します。
⑤例会変更届がクラブ事務所に届いていま
す。必要な方はご確認ください。
⑥次週26日の例会は祭日振替につき休会とな
りますので、ご注意ください。

委員会報告
＜社会奉仕委員会 江連委員長＞
・先日開催されました「フラフェスin浅草」皆様
ご協力いただきましてありがとうございました。
＜青少年奉仕・ローターアクト委員会 常見委員長＞
・東京浅草中央RAC３月第１例会が３月15日に
開催されます。今回アクト設立以来100回の記
念例会です。皆様奮ってご参加下さい。
又、先般よりご案内していた、
「だがしの日」、
全国被災地こどもDAGASHIリレーが３月12

日上野動物園で開催されますので、こちらも
是非ご参加下さい。
3月25日、アクト会合例会出欠を本日より確認
致します。
＜ロータリー情報委員会 渡辺委員長＞
・炉辺集会よろしくお願いします。
＜ゴルフ同好会 丸岡代理＞
・ゴルフ同好会の出欠表を回覧させて頂きま
すので、ご確認をお願い致します。

ニコニコボックス
＜東京小石川 RC 梶原様、阿部様、野生司様＞
・今日は東京小石川 RC 創立 50 周年のご案
内をさせて頂きます。是非、ご参加の程を
お願い申し上げます。
＜潮田会長、土師幹事＞
・野生司ガバナーエレクトはじめ東京小石川
ロータリークラブメンバーの皆様の御来訪
を歓迎致します。そして田久保さん、短い
間でしたが、お疲れ様でした。献身的に従
事頂きありがとうございました。
＜藤掛靖元＞
・本日卓話をしていただく野生司ガバナーエ
レクトをご紹介いたします。
＜岩戸、太田、澤野、古谷、片岡、宮村、上野、藤掛、
伊藤、高橋、渡辺、上原、加藤、伊石＞
・本日の卓話、国際ロータリー第 2580 地区
ガバナーエレクト 野生司義光様「建築と
私」よろしくお願い致します。
＜岩田次年度会長＞
・沖縄の地区大会で、当クラブを代表して、藤
掛さんと共に、次年度ホストクラブのアピール
をしてきました。参加者の皆さん、盛り上げ

ありがとうございました。来年に向け、全員
ONE TEAMでがんばりましょう！
＜後上、磯本、浜中、天笠、大塚、宮村、上野、
藤掛、松丸、中村、髙木、常見、松本＞
・沖縄地区大会へ参加された皆様、お疲れ様
でした。旅行設営に尽力された土師幹事、あ
りがとうございました。次年度地区大会ホスト
頑張りましょう。
＜江連＞
・先日開催されました「フラフェスin浅草」、皆
様で協力いただきましてありがとうございまし
た。本間さんごちそう様でした。
＜後上＞
・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。
＜本間＞
・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。
＜佐藤＞
・ゴルフ同好会初参加初優勝。やってはいけ
ない事をやってしまいました。皆様これか
らもかわいがって下さい。
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「学校法人三室戸学園
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