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司会：久保田英敬 副SAA 

ロータリーソング：四つのテスト 

ソングリーダー：亀田泰司 副SAA 
 
 
 
 
 
 

 

◇卓話「日本の温泉、東京の温泉」 

温泉エッセイスト 山崎まゆみ様 （佐々木会員紹介） 
 
 

 

◇６月例会スケジュール（次々回以降） 
第２１４０回：１０日（月） 

クラブ協議会年度報告／五大奉仕各委員長  

第２１４１回：１７日（月）「最終夜間例会」 

18時点鐘～20時閉会（予定） 

ホテルメトロポリタン３F「カシオペア」 
※昼間の例会はございません。 

定 款 休 会 ：２４日（月） 
 
◇６月例会受付当番 
田島会員、久保田会員、亀田会員 

 
 

             

司会：久保田英敬 副SAA 

ロータリーソング：国歌、奉仕の理想  

ソングリーダー：亀田泰司 副SAA 

 
 
 
中島英嗣様（東京神田RC） 
 
 

 

１．次年度、当クラブでタイからの派遣学生を受入れま

すが、本日、地区青少年交換委員 中島様がご挨拶にお見

えくださいました。 

      

   今年度地区青少年交換委員 中島英嗣様（東京神田RC） 
 

２．「地区研修協議会」ホストクラブの東京臨海ロータリ

ークラブ様よりお礼状を頂きました。 ご出席の皆様はあ

りがとうございました。 

３．ガバナー事務所より「コーディネーターニュース」

５月号が届いております。ならびに 5 月「青少年奉仕月

間」に関するリソース案内が届いております。データ転

送ご希望の方は事務局へご連絡ください。 

４．来週 20 日は翌 21 日「５クラブ合同例会」への振

替休会です。21日はホテルメトロポリタン3階で11：

30 からお食事していただけます。例会は 4 階会場で

12：30 点鐘です。また、再来週 27 日（月）は東武バ

ンケットで 18 時 30 分から夜間例会です。昼間の例会

はありませんのでご注意ください。 

５．今月からクールビズスタートです。 

   第２１３８回例会号 ２０１９年５月２７日発行（第 2137 回合併号） 

ゲスト・ビジター（１名） 

会長報告 

  前々回の例会／第２１３６回（５. １３） 

  

 

本日のプログラム（夜間例会） 
   ローターアクトと合同例会 

次回の例会／第２１３９回（６. ３） 

お知らせ：クラブ内 

 

本日の例会／第２１３８回例会（５. ２７） 
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【出席関連】 

①5 月 11 日開催「東京臨海西 RC 加盟認証状伝達式」

に平井会員が出席しました。 

②5月13日開催「2017-18年度同期会 聴導犬チャリ

ティーディナー」に平井会員、須藤会員、中里会員が出

席します。 

③5月15日開催「東京福生RC創立50周年記念式典・

祝賀会」に須藤会員が出席します。 

④5月18日開催「第1回RYLA報告交流会」に平井会

員が出席します。 

⑤5 月 23 日開催「会長エレクト・次期米山奨学委員長

セミナー」に浦野次年度会長、中里会員が出席します。 

⑥5 月 21 日開催「北分区ガバナー補佐会」に平井会員

が出席します。 

※本日、例会終了後に「（新旧合同）理事・役員会」を開

催致します。関係各位は宜しくお願い致します。 

 

 

 

◇5 月お誕生日おめでとうございます！ 

 

◇地区研修協議会報告／次年度委員会 

          （司会：佐々木次年度幹事） 

地区研修協議会／2019年4月23日（火） 

会場：ハイアットリージェンシー東京  

ホストクラブ：東京臨海RC 
 

【会長・幹事部門】 

  

 

１．本会議第１部 

・点鐘 松坂順一ガバナー 

・地区役員紹介 新垣淑典次年度地区幹事 

・地区年度度方針（ガバナー公式訪問について） 

新本博司ガバナーエレクト  

①クラブ活動の計画と実践 

②拡大及び増強の実践 

③クラブの平和への取り組み 

④公共イメージの向上 

⑤戦略計画（現状・健康チェック―未来計画・未来を考

える会） 

⑥行動 

・次年度研修会 上山昭治次年度地区研修リーダー 

①公共イメージ向上セミナー 

８月８日 14：30～17：00 グランドパレス 

②青少年関連セミナー 

11月14日 14：30～17：00  

ハイアットリージェンシー東京 
 

２．部門別協議会 「会長・幹事部門」 

・地区賦課金 説明 原田喜弥財務委員長  

承認確認 新本博司ガバナーエレクト 

１人あたり地区運営費・事業費 年間14,000円 

１人あたり青少年プログラム資金 年間3,000円 

（在京クラブのみ） 

・2580地区収支予算書説明（会員３０００人と仮定） 

2,500,000 円赤字予算（ガバナー旅費 5,000,000

円のため） 

・規定審議会報告(一覧表あり) 水野正人パストガバナー 

メイキャップ前後14日→年度以内 

会長（エレクト）代理を置く 

事務総長→ＣＥＯ 

ローターアクト（１６万人）をロータリーのメンバー

にする（１１９＋１６万人） 

ＲＩ人頭分担金 １年に１ドルずつ上がる 
 

３．本会議第２部 

・部門別協議会報告 

・閉会点鐘 松坂順一ガバナー 

 

【クラブ奉仕部門】田島次年度副委員長(代理出席) 

１．次年度のクラブ奉仕委員会 

①地区の五大奉仕をはじめ各委員会、クラブに対しての

サポートをする。 

②2580 地区方針をブランディング（「クラブらしさ」・

幹事報告 

プログラム 
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「地区らしさをつくる」）としてとらえ「奉仕の実践」「親

睦」「公共イメージ」をクラブで考えよう。 

③次代に向けたクラブ奉仕の役割りを考えながら委員会

運営をする。 

クラブ奉仕委員会活動例 

①地区のホームページの見直し 

②奉仕の実践、青少年奉仕活動の強化・財団との連携を

図る 

③公共イメージの向上 

パブリックリレーションズ・メディアリレーションズ・ 

ガバメントリレーションズ（行政機関・地方公共団体に

対して） 

2020 2.11地区大会前日国際通り清掃活動予定 

④卓話者リストの更新 7/1 新年度のリストを配信予定 

２．次年度「奉仕活動情報交換研究会」開催のおしらせ 

各クラブによる活動の情報を多く集め、地区大会で公表

展示・発表を通じて他クラブの奉仕活動を見聞し、各ク

ラブの新たなアクションの活性化に寄与することを目的

とする。（2019.3.28奉仕活動情報交換研究会実施した

ので次年度も開催したい。） 

３．ロータリーの友について  是非購読・愛読してほ

しい 

４．グループディスカッション 

「自クラブにおけるクラブ奉仕委員会の内容と地区クラ

ブ奉仕委員会に期待するもの」 

 

【職業奉仕部門】須藤(和)会員（安達次年度委員長代理） 

職業奉仕部門は、カウンセラーはパストガバナーの多田

さん。委員長は、東京ロータリーの伊藤公一さん。 

最初に多田パストガバナーより、自分の生い立ちを話さ

れ、自らの職業遍歴の中で、職業奉仕とは何かを考えて

来たことを披露。 

その後、伊藤委員長より、自らの職業の医師としての観

点から、職業奉仕のテーマについて話された。 

職業奉仕は何をすれば良いのか曖昧で、難しいと言われ

るが、自分の職業を通じて行う奉仕であることを、お二

人の話を聞いて、強く感じた。 

 

【青少年奉仕部門】①久保田次年度委員長 

平井次年度地区青少年奉仕委員長とともに活動してまい

ります。次世代を担う若手のために、インターアクト、

ローターアクト、青少年交換等の活動支援、サポートの

重要性を再認識いたしました。 

また、今までお世話した青少年とのコンタクトを続ける

事が重要です。多くのイベントに大勢で参加し、未来の

社会を作る素晴らしい奉仕活動に努めてまいりたいと思

います。次年度は、青少年交換で１名受入れます。会員

全員でサポートをお願いいたします。 

 

②平井地区青少年奉仕委員長 

①青少年奉仕部門全体の説明および委員長所信表明 

；平井憲太郎委員長（東京池袋西RC） 

②インターアクト委員会説明；平井憲太郎青少年奉仕委 

員長（代理） 

③ローターアクト委員会説明；加藤勉委員長 

（東京足立RC） 

 森本信成RAC地区代表エレクト（東京東江戸川RAC） 

④青少年交換委員会説明；藤本誠一委員長 

（東京東久留米RC） 

⑤職場・就業体験委員会説明；山田晃久委員長 

（東京臨海ＲＣ） 

⑥RYLA委員会説明；小林充委員長（那覇西RC） 

⑦学友委員会；平井憲太郎学友委員長 

 

【国際奉仕部門】久恒次年度委員長（長尾会員出席） 

・次年度のマーク・ダニエル・マローニーRI 会長エレク

トのテーマは「ロータリーは世界をつなぐ」であり、世

界をフイールドとするのであれば、国際奉仕委員会が貢

献出来る分野も多々ある。 

・今年度の世界大会はドイツ ハンブルグであるが、来

年はハワイとなるので、是非とも一人でも多くの方に参

加して戴きたい。 

 

【ロータリー財団部門】冨重次年度委員長 

■吉田雅俊地区財団委員長、各委員長から財団概要説明 

・全体像、ポリオ根絶、平和フェローシップ 

補助金、寄付、ポール・ハリス・ソサエティ 

・寄付総額は17-18年度で4億1470万ドル達成 

■ポリオ根絶 

・1988年：流行国125カ国 35万人 

 2018年：流行国3カ国 33人 

・ポリオ根絶活動は、東京麹町 RC の山田氏、峰氏が献

身された。 

■ロータリー平和フェローシップ 

・世界各地で平和の推進者となる人材を育てる為の奨学

金制度 

・平和センターは世界に6ヵ所 日本は ICU 

■補助金 
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・活用実績は66／71 93％ 

・種類はグローバル補助金と地区補助金 

・地区補助金は60万円に増額 

・補助金カウンセリングに相談 

■財団寄付 

・前年度平均額：229ドル 

・地区寄付方針：230ドル／人 

 年次基金150ドル、恒久基金30ドル、ポリオプラス

基金30ドル 

平和フェローシップ基金20ドル 

■9つのテーマについて円卓会議 

・私達のテーマは、補助金プロジェクト実施に向けたク

ラブ内の合意形成の方法 

 豊島wakuwakuネットワークについて発表 

 卓話で活動内容紹介、ワークショップ参加等で会員の

理解を深めてもらった。 

 

【米山奨学部門】中里次年度委員長 

今回はスクール形式で各委員長は一方的に話を聞くスタ 

イルで行われた。 

委員長挨拶：カウンセラー挨拶の後現在の米山奨学生で 

中国出身のヌルメットイキサン君の卓話が30分行われ 

た。彼の父親も母親も米山奨学金による支援を受けてお 

り、父親は博士号取得による金時計の授与も受けている 

とのことでした。大変流暢な日本語を話していました。 

卓話の内容的には世話クラブである紀尾井町RCへの感 

謝と親子２代の米山奨学生であることが中心でした。 

その後、奨学生と委員長によるディスカッションが行わ 

れ活動内容がかなり明確になったディスカッションであ 

った。（以下ディスカッションで私が知ったこと） 

１ 通常奨学生の学校での授業は英語でされること 

２ 毎月の１０万円（１４万円）はたいへん充当な資金

であること 

３ ロータリークラブからは米山奨学生の返事は「ハイ」、

か、「イエス」しかない 

と言われている 

４ どのように試験を受け 

５ どのように合格し合格後を過ごしているのか 

６ ５月指定校決定 

７ ６月説明会開催 

８ 12月試験実施 

９ 1月お世話クラブ決定 

10  4月に入学式を行いスタートする 

最後に委員長より総括として以下の話があった。 

優秀な学生をより多く集めるためにも資金が必要でより 

多くの寄付を募りたい。 

2580地区での受け入れは37名である。 

年間6000万円必要で3000人で割り返すと2万円/1 

人が必要であるが2580地区の実績は1万9000円、 

当池袋西の実績は1万円と必要数値の半額程度である。 

最後に９月７日のバス見学会ぜひご参加ください。 

 

【クラブ研修リーダー部門】西澤次年度委員長 

松坂ガバナーはクラブの活性化を図るように前年度から

準備を進め地区に RLI 準備委員会を設置しました。既に

数回の RLI が開催され、今後も回数を重ねロータリアン

としての知識の向上や、自己啓発に役立つチャンスを作

る予定です。スケジュールの合う会員はどうぞ参加して

みて下さい。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコニコボックス＞ 

◇今年度地区青少年交換委員 中島英嗣様（東京神田RC） 

：青少年交換委員の中島です。タイの留学生受入れありがとうご

ざいます。1年間よろしくお願いします。 

◇佐藤幹事：ニコニコします！  

◇蕪木会員：①昨日インターアクトの生徒達も参加して、 

長崎獅子舞祭りが無事終了しました。 

ありがとうございました。 

 ②佐藤さん、誕生会のことで我儘を言い、大変ご迷惑をおかけ

しました。  

◇齊木会員：(会員誕生)誕生祝、ありがとうございました。  

◇奥野会員：(結婚記念)結婚記念、ありがとうございます。 

◇田口会員：6年間大変お世話になりました。 

ありがとうございます。  

◇佐々木会員：(会員誕生)ありがとうございます。 

チーム準優勝でした！！ 

◇久恒会員：地区研修協議会を欠席し、長尾さんに色々と 

お願いしました。ありがとうございます。  

◇冨重会員：(夫人誕生)家内の誕生祝ありがとうございます。 

 大変喜んでいました。 

◇小原会員：(誕生) 

◇白石(典)会員：体調が良いので景気付けに！ 

◇須藤(博)会員：昨日出張で上京した弟に2年振りに会いまし

た。支店長に昇格したとの事、元気そうで安心しました。 
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会員数 出 席 欠 席 出席率 
3/26（火） 
移動例会 

修正出席率 

32 26 6 81.25％ 75.00.％ 

 

 

◇◆５月「（新旧合同）理事･役員会」報告 

日時／2019 年 5 月 13 日(月)13:30～ 

場所／東武 BH 

出席者／浦野、奥野、佐藤、田島、西部、佐々木、須藤(和)、 

白石(庄)、安達、須藤(博)、久保田、久恒、中里、恩田、

平井（順不同、敬称略） 

＜議 題＞ 

◆報告事項 

①5/9(木)｢(新旧)地区青少年奉仕委員会｣登録料・懇親会

費の件（平井会員出席）：了承 

②5/11(土)｢東京臨海西 RC 国際ロータリー加盟認証状

伝達式｣登録料の件（平井会員出席）：了承 

③5/18(土)「RYLA 報告交流会」会費の件 

（平井会員出席）：了承 

④5/21(火)「5 クラブ合同例会」登録料の件：了承 

⑤5/21(火)「北分区ガバナー補佐会」会費の件 

（平井会員出席）：個人払いとし、平井会員より返金 

⑥5/23(木)｢会長エレクト･次期クラブ米山委員長セミナ

ー｣登録料の件（浦野会員、中里会員出席）：了承 

⑦5/25(土)「地区ローターアクト年次大会」登録料の件 

（平井会員、須藤会員出席）：了承 

⑧5/29(水)｢東京後楽 RC 創立 20 周年記念式典｣ 

会費の件（西澤会長、佐々木副幹事出席）：了承 

⑨6/9(日)「安田学園インターアクトクラブ発足式ならび

に認定状授与式」登録料の件：了承 

⑩7/9(火)「地区ロータリー財団 新旧合同懇親会」 

登録料の件（須藤会員出席）：了承 

◆審議事項 

①6/17（月）「最終夜間例会」会費の件ならびに招待者

の件：会費・招待者とも昨年同様とする 

②次年度予算について 

※青少年交換予算の件：次年度会費に計上する 

※北分区 IМ人頭分担金の件：予算を組む 

③次年度上期会費請求の件：承認（インターアクト年次大

会参加登録料のクラブ負担は昨年同様） 

④次年度「公共イメージ委員長」選任の件：白石(庄)会員

に依頼 

⑤次年度「青少年交換カウンセラー」選任の件：久保田会

員に依頼 

⑥名張ロータリークラブより合同例会申し出の件：日程が

近づいた段階で内容を協議 

＜次回（6 月）｢（新旧合同）理事・役員会｣予定日＞ 

日時／2019 年 6 月３日(月)13:30～場所／東武 BH 

 
 

 
 

＊ホストクラブ／東京板橋RC 

＊会場／ホテルメトロポリタン４F「桜」 

＊出席クラブ（創立順） 

東京池袋RC、東京板橋RC、東京池袋西RC、 

東京豊島東RC、東京板橋セントラルRC 
 

 
 
 

会員数 出 席 欠 席 出席率 

32 22 10 68.75％ 

 

 

開会点鐘／5クラブ会長 
 

  
浦野次年度会長     佐々木次年度幹事 

 

＊卓話 『東アジア文化都市構想から 
東京オリンピック文化プログラムへ向けて』 

 

独立行政法人国立美術館理事 太下 義之様 

前回の例会 第２１３７回（5. 21 火曜 ） 

     ｢５クラブ合同例会｣ 

 

出 席 報 告 (５. ２１) 

） 

 ９) 

出 席 報 告（５. １３） 

） 

 ９) 
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 次年度は当クラブがホストクラブです。ご協力よろしくお願いいたします。 

            

       

    『ロータリーの友』電子版のご案内 

   毎月、皆様のお手元に届く印刷版『ロータリーの友』が、お手持ちのパソコン、スマートフォン、 

タブレットでご覧になれます。閲覧方法は、「ロータリーの友」で検索または『ロータリーの友』 

ウェブサイトで「『友』電子版ログイン」をクリックしてください。 

●毎月１日から最新号が読める：午前0時に最新号が読めます。 

●バックナンバーも読める：2014年1月以降のバックナンバーもご覧いただけます。 

●検索できる：クラブ名、執筆者、地区番号、プログラムなどで検索すれば、探している 

 記事がみつかやすくなります。 

※ログインするためには下記の IDとパスワードが必要です。 

＜ログイン ID＞ rotary ＜パスワード＞ rotary   ぜひご活用ください。 

 


