
点 鐘 

ロータリーソング 「日も風も星も」 

会長報告 

・本日例会に引き続き、「臨時クラブ総会」を 

 開催します。 

 議題：「第７回定例理事会」で承認された 

    「創立30周年記念事業」について 

Ｎｏ．２０  第１２３９回例会   ２０２３年（令和５年）２月２日         

 

オープン例会 

落語で一杯・レディース落語会 
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   ☆ 会 長・山田太熙   ☆ 会報委員会・皆川英久・定光孝義 

   ☆ 副会長・番場恵介   ☆ 事務局・〒136-0071 東京都江東区亀戸1-43-22 アンフェリシオン内       

   ☆ 幹 事・田北健志         ＴＥＬ：04-2946-9824  ＦＡＸ：04-2946-9825 

 

 

  

 

於：東武ホテルレバント東京 

 

 

 １月２６日例会報告   

 

第３回クラブフォーラム 

     （国際奉仕） 

 

出席報告 

会員数 出 席 出席率 

25名 22名 95.65％ 

 

・「オープン例会（落語で一杯・レディース落 

 語会）」について 

 ２月16日（木） 18：30～ 

 於：東武ホテルレバント東京 

 卓話者：春風亭一花氏 

 参加費：会員・ご家族・ゲスト 5,000円 

     会員候補者 無料 

 ☆多数のご家族・ゲスト・会員候補者（全会 

  員１名）をお誘いください。 

  ご案内パンフレット、クラブ名入り封筒を 

  お持ち帰りください。 

・「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。 

・「新入会員オリエンテーション“ハロー Ｒ 

 ｏｔａｒｙ”第３クール【オンライン】」に、 

 １月26日（木）は児玉会員、関根会員、１月 

 27日（金）は洞下会員、１月30日（月）は岩 

 瀬会員、小林会員、２月１日（水）は田島秀 

 行会員が出席します。 

 【追加報告】 

 出席可能日（第２希望まで）を提出後、１月 

 23日（月）に出席日決定メールが地区研修委 

 員会から６名へ送信されましたが、１月26日 

 （木）例会時に３名（１月28日時点でもう１ 

 名）に届いていないことが判明しました。 

 予定の調整ができず、関根会員、洞下会員は 

 やむなく欠席となりました。 

幹事報告 

・「第３回クラブフォーラム（国際奉仕）」に 

 ついて 

 ２月２日（木） 13：10～ 

 ☆例会に引き続き開催しますので、全員の出 

  席をお願いします。 

・「第８回定例理事会」について 

 ２月２日（木） クラブフォーラム終了後 

・２月９日（木）例会は、休会となりますので、 

 ご注意ください。 

http://www.tec-rc.jp/


 

欠席状況のお知らせ 
 

１月31日現在 

 

小宮勝巳会員 ９月10日 

定光孝義会員 11月10日 

実方 昇会員 ９月10日 

 

メークアップ期間は、 

「欠席した年度と同じ年度内」です。 

 

 

例会出欠登録のお願い 
 

 例会出欠登録は、クラブホームページから 

 水曜日の正午までにご登録ください。 

 皆様のご協力をお願い致します。 
 

田島秀行君 
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 卓 話 

 本日の卓話は、メンバー・岩瀬 卓君、田島 

秀行君による「イニシエーションスピーチ」で 

した。 

 ①最強寒波の襲来です。 

  夜の？不要不急の外出を控えましょう。 

 ②岩瀬 卓会員、田島秀行会員、 

  本日のイニシエーションスピーチ、 

        よろしくお願い致します。 

本日のニコニコ情報 

池田君、岩瀬君、大澤君、児玉君、小林君、 

定光君、実方君、関根君、田北君、田島秀行君、 

田島 泰君、長濱君、長谷川君、番場君、 

福田君、矢作君、山田太熙君、山田憲裕君 

・・・①② 

委員会報告 

＜親睦活動委員会＞ 

・「米山奨学生・マイちゃん（マイ，ヒエン  

 ティタオ）と行く雪遊び」参加のお願い 

 ３月11日（土）～12日（日） 

 於：湯沢高原スキー場  
・「第２回山田会長杯ゴルフコンペ」参加のお 

 願い 

 ３月16日（木） 

 於：霞南ゴルフ倶楽部  

  

  

本日入金 ￥    40,000 

累計 ￥   814,940 

基金累計 ￥ 8,971,938 

田村君： 先日のジョニーエンジェルのライブ 

に、番場さん、小林さん、洞下さん 

がご参加くださいまして、誠にあり 

がとうございました。おかげで盛況 

でした。 

森岡君： 初めてゴールド免許を貰ったら、信 

号が黄色でブレーキ踏んでる自分に 

気付きました。小心者でした。 

             計20名 

＜次年度幹事＞ 

・本日、18：00～「第１回被選理事会」を開催 

 します。 

 於：キッチンくぅ  

＜友好姉妹クラブ委員会＞ 
・「鶴岡東ＲＣ・創立35周年記念交流会」参加 

 のお願い 
 ４月22日（土）～23日（日） 

 於：湯野浜温泉 游水亭いさごや  

＜会員増強委員会＞ 
・「オープン例会（落語で一杯・レディース落 

 語会）」参加のお願い 

 ２月16日（木） 18：30～ 

 於：東武ホテルレバント東京 

岩瀬 卓君 

http://www.tec-rc.jp/


 臨時クラブ総会報告 
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日 時：2023年１月26日（木） 13：20～ 

場 所：アンフェリシオン 

  

議 案 

（１）「創立30周年記念例会」開催地と開催日 

   決定の件 

   母畑温泉「八幡屋」（福島県石川郡）に 

   て、10月21日（土）～22日（日）の一泊 

   二日で開催する。 

 台北永東ＲＣの都合が合わないことを想 

 定し、10月28日（土）～29日（日）を予 

 備日とする。 

 予備日の都合も合わなければ、2024年４ 

 月への延期を検討する。 

（２）「創立30周年記念事業」決定の件 

 江戸川区立福祉作業所に冷蔵機能付き販 

 売車１台を寄贈する。 

 ９月に江戸川区庁舎前にて、寄贈式を行 

 う方向で進める。 

（３）「2023～2024年度ロータリー財団地区補 

   助金プロジェクト」申請の件 

 上記（２）の事業のために申請する。 

 申請期間：１月10日（火）～ 

      ２月28日（火） 

 

議案説明 

・森岡委員長より、議案（１）につき、予算と 

 して、支出約350 万円（創立25周年記念例会 

 を参考）、収入（参加費）約250 万円であり、 

 約100 万円を、特別会計（基金）から取り崩 

 す予定との説明がされた。 

・森岡委員長より、議案（２）につき、予算と 

 して、支出約350 万円、地区補助金申請が承 

 認された場合の補助金収入60万円であり、約 

 290 万円を、特別会計（基金）から取り崩す 

 予定との説明がされた。 

・森岡委員長より、議案（１）につき、「八幡 

 屋」のパンフレット、議案（２）につき、江 

 戸川区からの要望資料を示しての、補足説明 

 が行われた。 

・小宮副委員長より、議案（１）につき、台北 

 永東ＲＣは、10月21日(土)～22日（日）の日 

 程で問題ないと確認できた旨の報告がされた。 

・地区の他クラブ（親クラブ等）を呼ぶかどう 

 か、その場合の範囲や参加費用については、 

 番場次年度会長の判断に委ねることとなった。 

 

審議結果 

・議案（１）～（３）を一括審議の上、満場一 

 致にて可決承認された。 

                   以上 

日 時：2022年12月９日（木） 15：00～ 

場 所：主婦会館プラザエフ 

出席者：田北（幹事）、福田（職業奉仕委員長）              

                  計２名 

 

 セミナーは、嶋村ガバナー、藤掛地区職業奉 

仕部門長のご挨拶から始まりました。 

最初に「卓話資料の紹介と卓話の実態」から 

スタートです。ここでは、卓話者がどのように 

卓話をすれば良いかの実践式で講習を受けます。 

パワーポイントや資料の説明、進め方をレクチ 

ャーしてもらいました。非常にわかりやすくタ 

イムスケジュールなども盛り込んであり、勉強 

になりました。 

 次に現在制作中のマンガ「奉仕の理念を未来 

に繋ぐ 決議23－34から紐解く奉仕の心」の紹 

介です。次回の地区大会までには完成予定とな 

っております。内容は、パイロット版でしたの 

で大まかなあらすじしかわかりませんが、ロー 

タリアンの娘がロータリー活動を理解すべく、 

ローターアクトに入会して理解して成長し、後 

にロータリークラブの会長になっていく物語で 

す。完成を楽しみにしたいと思います。 

 特別講話は、第2770地区元ガバナー補佐・青 

木伸翁氏（越谷東ＲＣ）のお話です。「全分野 

の職業人を対象とするロータリー倫理訓」です。 

これまでのセミナーで「決議23－34」を詳しく 

お話されていました。1926年には社会奉仕に対 

する声明。1927年には四大奉仕の導入。現在も 

重要視される事柄です。青山氏は決議23－34が 

できるまでのお話。それ以前にあった、1915年 

に決議された「ロータリー倫理訓」の良かった 

ところ。なぜなくなったのかをわかりやすく、 

お話をしていただきました。 

 セミナーを聞き、感じたことは、ロータリー 

活動の中の奉仕とは、すべて同じで道徳心でで 

きているとのことでしょうか？人間（経営者） 

は一人でできることは限られていて、事業的に 

は従業員、お客様、協力会社などで構成されて 

いて、事業をやる場所が社会である、お互い助 

けられて回っているもの。道徳心や感謝の気持 

ちを忘れずに貢献していくものが奉仕かなと話 

を聞いていて思いました。 

 箇条書きのような感想文となってしまい、申 

し訳ございません。以上、今回のセミナーの感 

想となります。        【記 田北】 

 地区職業奉仕セミナー報告 
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