
 １月３１日例会報告   

点 鐘 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

出席報告 

会員数 出 席 出席率 1月10日訂正出席率 

21名 19名 90.47％ 100％ 
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     Ｎｏ．１８  第１１０８回例会      

     ２０１９年（平成３１年）２月７日           

 
 

  

 

 

  

 

  

於：ホテルニューオータニ 

来賓紹介 

☆ビジター  １名  

 嶋村文男氏（東京東江戸川ＲＣ）  計１名 

第2580地区大会 

 

創立25周年記念実行委員長 小宮勝巳君 

メークアップ報告 

 大澤一隆君 

 （東京米山ロータリーＥクラブ2750） 

 山本喜久雄君 

 （東京米山ロータリーＥクラブ2750） 

 ☆メークアップ、ありがとうございました。 

会長報告 

・「鶴岡東ＲＣ・雪見酒の会」出席報告 

 （１月26日開催） 

・鶴岡東ＲＣ・斎藤憲康氏より、新茶屋玉子 

 焼をいただきました。本日お出ししました 

 ので、お召し上がりください。 

創立25周年記念実行委員会 各担当者  

 創立25周年記念合同例会に 

ついて 

・次年度第2580地区東分区ガバナー補佐・田村 

 純治氏より、ご挨拶 

 ①次年度ＲＩ会長テーマについて 

  マーク・ダニエル・マローニー氏 

  「ロータリーは世界をつなぐ」 

 ②次年度東分区ＩＭについて 

  2019年９月21日（土）予定 

  於：ホテルイースト21東京 

  ホスト：東京江東ＲＣ 

 ③次年度ガバナー公式訪問について 

  2019年８月27日（火）予定 

  於：タワーホール船堀 

  東京東江戸川ＲＣとの合同例会 

 ④東京江戸川ＲＣ、東京東江戸川ＲＣ、東京 

  臨海ＲＣ、東京江戸川中央ＲＣ、東京臨海 

  東ＲＣ、東京臨海西ＲＣの担当ガバナー補 

  佐になりました。 

・次年度第2580地区東分区ガバナー補佐・嶋村 

 文男氏より、ご挨拶 

 ①次年度第2580地区大会について 

  2020年２月12日（水）、13日（木）予定 

  於：沖縄 

  ２月11日（火・祝）は、第2580地区ロータ 

  リーデーです。 

 ②第１回ＲＹＬＡ（ロータリー青少年指導者 

  養成プログラム）セミナーについて 

  ３月１日（金）～３日（日） 

  於：沖縄県玉城青少年の家 
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＜会計＞ 

・「上半期収支」報告 

嶋村文男氏： 

（東江戸川） 

いつもお世話になっています。 

山田会長年度の初めてのメーキ 

ャップです。山田会長、ごめん 

なさい。ＲＹＬＡの参加登録も 

よろしくお願いします。 
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 本日は、「第３回クラブフォーラム（国際奉 

仕）」を開催しました。 

  

１月の友愛コーナー ￥     1,100 

本日入金 ￥     38,000 

累計 ￥   772,000 

基金累計 ￥ 7,710,606 

 ①本日は、国際奉仕の 

    「第３回クラブフォーラム」です。 

  活発なご意見を！ 

 ②鶴岡東ＲＣ「雪見酒の会」に 

      出席の皆様、ご苦労様でした。 

本日のニコニコ情報 

大澤君、小宮君、近藤君、定光君、実方君、 

鈴木君、田北君、田島君、田村君、番場君、 

福田君、皆川君、矢作君、山田太熙君、 

山田憲裕君・・・①② 

 卓 話 

委員会報告 

＜友好姉妹クラブ委員会＞ 

・「鶴岡東ＲＣ・雪見酒の会」の御礼と報告 

 （１月26日開催） 

＜青少年奉仕委員会＞ 

・「地区青少年奉仕情報・第33号」について 

 メール送信しましたので、ご覧ください。 

＜ロータリー情報・雑誌・広報委員会＞ 

・「ロータリー情報勉強会」参加のお願い 

 ２月28日（木） ＡＭ11：50～（例会前） 

 於：例会場 

幹事報告  

・本日例会に引き続き、「第３回クラブフォー 

 ラム（国際奉仕）」を開催します。 

・本日、ＰＭ７：00～「第４回家庭集会」を開 

 催します。 

 於：さつき ホスト：深江君 

・「第８回定例理事会」について 

 ２月７日（木）例会終了後 

・２月14日（木）例会は、休会となりますので、 

 ご注意ください。 

・「第2580地区大会」について 

 ２月21日（木） 

 新会員交流会 ＡＭ11：00～ 

 本会議    ＰＭ12：00～登録 

 於：ホテルニューオータニ 

 ホスト：東京練馬西ＲＣ 

 ☆２月21日（木）例会は、移動例会となりま 

  すので、ご注意ください。 

・「創立25周年記念合同例会」について 

 ３月23日（土）～24日（日） 

 於：ホテルニューアカオ 

・「ロータリー国際囲碁大会」について 

 ４月７日（日） 

 於：ロータリー囲碁同好会韓国支部 

 ☆掲示板をご覧ください。 

・２月７日（木）、「地区（在京）ロータリー 

 財団セミナー」に、池田会員（次年度会長）、 

 長谷川会員（次年度幹事）が出席します。 

・「下半期会費」について 

 請求書をメール送信しましたので、１月31日 

 までにお振込みください。 

・「ロータリーレート」のお知らせ 

 ２月１日から110円（現行112円） 

 第３回クラブフォーラム報告  

      （国際奉仕担当）       
 

日 時：Ｈ31・１・31（木） ＰＭ１：10～ 

場 所：アンフェリシオン ６階「レガーロ」 

出席者：山田太煕、鈴木、大澤、小宮、 

    定光、実方、田北、田島、田村、 

    長谷川、深江、福田、皆川、森岡、 

    矢作、山田憲裕、渡辺   計17名 

 

テーマ：国際大会（ドイツ・ハンブルグ）に 

    ついて 

 

・長谷川国際奉仕委員長による、元青少年交 

 換留学生・Ｖｉｎｃｅｎｔ ＬＡＡＲＭＡ 

 ＮＮ君の来日報告 
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  「ロータリー情報勉強会」開催報告 
 

日 時：Ｈ31・１・24（木） ＡＭ11：50～ 

会 場：アンフェリシオン 

参加者：番場君、山田憲裕君、定光君、 

    山田太熙君、矢作君、森岡君 

                  計６名 

テーマ：ロータリアンの三大義務と出席 

 

１．ロータリアンの三大義務 

   ①出席 

  ②会費の支払い 

  ③『ロータリーの友』の購読 

２．出席 

  ①出席率50％と30％ 

  （１）出席率50％以上 

     年度の各半期の出席率が、メークア 

     ップを含めて50％に達していなけれ 

     ばならない 

  （２）自クラブ例会出席率30％以上 

     年度の各半期の自クラブの例会総数 

     の30％に出席していなければならな 

     い 

  （３）連続４回欠席 

       連続４回出席せず、またメークアッ 

     プをしていない場合、理事会は会員 

     身分を終結できる 

  ②メークアップ 

   例会の前後14日間に 

  （１）他のクラブの例会の少なくとも60％ 

     に出席すること 

  （２）他のクラブの例会に出席の目的をも 

     って、そのクラブの例会定刻に定例 

     会場に赴いたとき、当該クラブが、 

     定例の時間または場所に例会を開い 

     ていなかった場合 

  ③免除 

   理事会の承認を条件として 

  （１）正当かつ十分な理由による欠席 

     最長12か月間まで 

  （２）ロータリー歴と年齢の合計が85年以 

     上、ロータリー歴が20年以上 

     書面をもってクラブ幹事に通告  

３．退会 

  会員の本クラブに対するすべての負債が完 

  済されていること 

  （参照）クラブ標準定款12条、14条、15条、 

      18条 

              【文責 森岡】 

長谷川君： 本日、第３回クラブフォーラム担 

当の国際奉仕委員長を、１月より 

拝命しました。趣を変えたフォー 

ラムですが、ご容赦ください。鶴 

岡の寒鱈は美味かった！ 

深江君： 新年おめでとうございます。１月 

の最終回にやっと出席できました。

３月にもう一度、入院・手術にな 

りそうです。今年いっぱいは様子 

を見ながらの参加となります。よ 

ろしくお願いします。 

森岡君： サッカー・アジア杯、日本強いで 

すね。ここまで来たら、優勝して 

欲しい。        計19名 

    ロータリーの友２月号 
       

 ロータリーの友２月号をご紹介します。 

 「社会の公平な発展によってこそ、憎しみは 

克服される」（ピケティ・コラム 朝日新聞、 

仏ルモンド紙 2015年11月22日付抄訳から）。 

２月は紛争解決月間です。 
 

 横組み７頁をご覧ください。ここではミャン 

マーのロヒンギャ難民と内戦のシリア難民、南 

スーダン難民を例に、ロータリーと国連ＵＮＨ 

ＣＲの取り組みを紹介しています。世界の難民 

問題に理解を深め、各人の方法で難民支援活動 

に参加しましょう。 
 

 同じく横組み16頁をご覧ください。今年、米 

山梅吉記念館の創立50周年を記念して、米山梅 

吉氏のお人柄がわかるエピソードが紹介されて 

います。ぜひ、ご一読いただき、「将来母国と 

日本との懸け橋となって国際社会で活躍する優 

秀な留学生を奨学することを目的とし」た米山 

奨学金に理解を深めてください。また一度、静 

岡県駿東郡（沼津の近く）にある会館を訪ねて 

みては如何でしょう。 
 

 縦組み４頁は、宮崎西部分区ＩＭでの基調講 

演「21世紀世代の人生計画 地球と私の運命」 

を紹介しています。「日本では、1990～2000年 

前後に生まれたこの世代はミレニアル世代と呼 

ばれます」と、私たち20世紀世代とは明らかに 

違う21世紀世代を紹介し、多様な生き方が普通 

なこの世代に地球をバトンタッチする責任を説 

いています。お忙しい方は、結論の７頁「成熟 

した社会での生き方とは」から８頁「パラダイ 

ムシフトとｉｋｉｇａｉ」からでもご一読くだ 

さい。     【記 雑誌委員代理・森岡】 
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鶴岡東ＲＣ・斎藤憲康会長 
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  「鶴岡東ＲＣ・雪見酒の会」報告 
 

日 時：Ｈ31・１・26（土）～27日（日） 

会 場：鶴岡「ホテル満光園」ほか 

参加者：山田太熙会長ご夫妻、鈴木幹事、 

    渡辺次年度副会長ご夫妻、 

    長谷川次年度幹事      計６名 

 

 ２月26日（土）～27日（日）、恒例の鶴岡東 

ＲＣの夜間例会「雪見酒の会」へ山田会長ご夫 

妻、鈴木幹事、渡辺次年度副会長ご夫妻、そし 

て次年度幹事・長谷川の６名で参加してまいり 

ました。 

 羽田発ＡＮＡ３９５便で一路庄内空港へ向け 

て11時10分定刻に４名は出発しました。（渡辺 

ご夫妻は参加表明が遅れたため？、電車利用で 

す） 

 一面銀世界の空港には、加藤友好クラブ委員 

長にお出迎えいただき、一路昼食会場へ。創業 

安永年間（1770年代）、現在の建物も明治39年 

落成の老舗料理屋「新茶屋」で、高野幹事も合 

流し、趣ある純和風建物での料理、特に玉子焼 

は絶品でした。その後、自然野菜農場、羽黒山 

の「いでは文化記念館」などをご案内いただき 

ました。 

 観光も終了し、早めに宿泊先の「ホテル満光 

園」に到着し、まず一風呂、いい湯だな～。電 

車組の渡辺ご夫妻も合流し、18時半より、いよ 

いよ例会の開始です。まず、鶴岡東ＲＣ・斎藤 

憲康会長、当クラブ・山田会長のご挨拶を経て 

乾杯。 

 山形の美味しい酒を堪能し、寒鱈料理に舌鼓 

を打ち、カラオケの始まりです。ここで二次会 

も含めて、渡辺、山田両夫人の大活躍を忘れて 

はなりません。小生も創立25周年合同記念例会 

への多数の参加をアピールし、例会参加の皆様 

より「ぜひ参加したい」との言あり、伺って良 

かったと思った次第です。そして、二次会場で 

のカラオケ大会の熱唱へと延々続く・・・。 

山田太熙会長 

 そして、二日目は「ホテル満光園」の朝食に 

始まり、「物産館」での寒鱈祭りに参加して、 

寒鱈汁、白子の天ぷらなど美味しいもの続々、 

間髪入れずに舟盛りの昼食と続きました。 

 十分過ぎるご接待をいただき、帰京便のＡＮ 

Ａ３９８便に乗るべく空港へお送りいただきま 

した。 

 例会参加者は21名（内 東京江戸川中央ＲＣ 

６名）。冬の鶴岡もまた楽しい二日間でした。 

我が東京江戸川中央ＲＣも心して、創立25周年 

記念合同例会での「おもてなし」に対処しまし 

ょう！           【記 長谷川】 

渡辺次年度副会長 
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