本日の卓話
「スタートアップＲＹＬＡ」
地区ＲＹＬＡ委員会 委員長
嶋村文男様(東京東江戸川ＲＣ)

次回の卓話
「私の履歴書」
岩楯常夫会員

今週の例会

通算第 2190 回

【幹

第3回

○ハイライトよねやま配信、青少年奉仕情報 配

8月1日

【点鐘】【国歌】君が代

事

報

告】

信。

【ロータリーソング】奉仕の理想

○バギオだより、東京葛飾中央ＲＣ会員名簿、東
分区ＩＭのリーフレット、メール BOX へ配布

おめでとう♪

しました。

会員誕生日祝い

湯浅会員(7/16)

会員誕生日祝い
奥様誕生日祝い

須田会員(8/25)
神谷夫人美夏様(7/12)

奥様誕生日祝い

金子夫人光恵様(8/8)

○「第１７回ロータリー全国囲碁大会」のご案内が届
いております。10 月 6 日（土）09：30 登録受付
会場：日本棋院本院 1 階対局室
参加料：7,000 円（昼食代、賞品第等含む）
参加ご希望の会員は 9 月 5 日までに事務局まで。

前週の例会

通算第 2189 回
第2回

○次回の例会は 8 月 1 日(水)です。

7 月 18 日

【点鐘】【ロータリーソング】四つのテスト

【ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ】
東分区ガバナー補佐 斉藤実様・東分区幹事

【来

賓

紹

介】

笹本寛治様(東京臨海ＲＣ) ･･･本日はＩＭのキャ

東分区ガバナー補佐 斉藤実様(東京臨海ＲＣ)
東分区幹事
会長

笹本寛治様(東京臨海ＲＣ)

畠山信弘様(東京江北ＲＣ)

ＩＭ実行委員会渉外部会幹事

ラバンに来ました。よろしくお願いします。
東京江北ＲＣ

会長 畠山信弘様・ＩＭ実行委員

会渉外部会幹事

ベルマンピーター様（〃）

ベルマンピーター様･･･本日は

ＩＭのご案内と東京江北ＲＣ会長としてご挨
拶に伺いました。よろしくお願い致します。
金子会長･･･斉藤実ガバナー補佐・笹本寛治分区幹
事・畠山信弘会長・ベルマンピーター実行委
員会渉外部会幹事・加治木ＲＣ

前田貴彦様

ようこそいらっしゃいました。

【ビ ジ タ ー 紹 介】
加治木ＲＣ

吉田幹事･･･斉藤ガバナー補佐・笹本分区幹事・畠

前田貴彦様(鹿児島)

山様・ベルマンピーター様・前田様

ようこ

そいらっしゃいました。本日は所信表明よろ
しくお願いいたします。

【出

席

報

告】

岩楯会員･･･東分区ガバナー補佐

斉藤実様・東分

会員１９名中 ９名 出 席

60.00％

区幹事

(６月２０日)前々回訂正出席率

90.90％

山信弘様・ＩＭ実行委員会渉外部会幹事

笹本寛治様・東京江北ＲＣ会長

畠

ベルマンピ

ーター様 よろしくお願い致します。

【会

長

報

告】

○7/13(金)東分区懇親ゴルフ大会

町田会員･･･斉藤実ガバナー補佐
ゴルフ幹事会

に行って参りました。今年は東京葛飾中央ＲＣ
がホストクラブです。当クラブの皆様も当日参

暑い中ありが

とうございます。今年ご指導よろしくお願い
します。14 日はお世話になりました。
大久会員･･･斉藤実ガバナー補佐・笹本分区幹事・

加してお手伝いをよろしくお願い致します。

畠山様・ベルマンピーター様・前田様

10 月 15 日（月）麻倉ゴルフ俱楽部

こそいらっしゃいました。

よう

齊藤会員･･･暑いですねの一言です。日本中が同じ
「会長所信表明」

様な状況です。逃げる訳には行きませんので
なんとかがんばって毎日を過ごします。東分
区ガバナー補佐

斉藤実様・東分区幹事

本寛治様・東京江北ＲＣ会長
ＩＭ実行委員会渉外部会幹事

畠山信弘様・

ようこそいらっしゃいました。宜しくお願い
致します。
区幹事

斉藤実様・東分

ーター様・加治木ＲＣ

身に余る光栄と共に松坂ガバナー所属クラブとい
う責任の重大さを感じております。

の精神を再確認しよう」をモットーに松坂ガバナ

ようこ

ーを補佐し何が必要であるか常に考え、結束を高
め今年1年微力ではございますが努めて参ります

斉藤実様・東分

笹本寛治様・東京江北ＲＣ会長

山信弘様・ＩＭ実行委員会渉外部会幹事
ーター様

した金子弘士です。

ベルマンピ

そ葛飾東ＲＣへ。
区幹事

第47代会長を拝命いたしま

私のテーマである「ロータリーの原点である奉仕

前田貴彦様

武井会員･･･東分区ガバナー補佐

2018年-2019年度

畠

笹本寛治様・東京江北ＲＣ会長

山信弘様・ＩＭ実行委員会渉外部会幹事

会長

笹

ベルマンピーター様

須田会員･･･東分区ガバナー補佐

金子弘士

畠

ので宜しくお願いいたします。

ベルマンピ

ようこそいらっしゃいました。宜

国際ロータリー バリー・ラシン会長は、「イン
スピレーションになろう」を今年のテーマに掲げ

しくお願い致します。

られました。「感動J「ひらめき」そして
本日合計

\58,000

今期累計

136,000

「挑戦」というインスピレーションを大切にし、
まず一人でも多くの方に仲間になっていただく事
が第一と考えております。会員の増強、維持を最

【く じ ら コ イ ン Ｂ Ｏ Ｘ】
本日合計

\2,981

今期累計

\2,981

重要事項とし最大限の努力をしてまいります。

今年度は例会場の移動、開催時間の変更を致し

７月１８日の例会卓話
「会長幹事所信表明」
金子弘士 会長
吉田勝弘 幹事

ました。例会に参加しやすくなったのではと考え
ております。最適会員数は、財政的に30名前後と
考えております。この数字を目標に例会を楽しく
会員の考え方・職業等を話し合い学んでいきたい
と思います。

以上の方針をもつて当クラプの50周年に向けて
活動していきます。
国際ロータリー日本事務局 経理室より
2018 年 8 月のロータリーレートは
１$＝112 円です。
ロータリーの為替レートは、My ROTARY
の為替レートのページよりご確認出来ます。

https://my.rotary.org/ja/exchange-rates

1年間宜しくお願い致します。

「幹事所信表明」
吉田勝弘

幹事

皆様に例会日を間違えないようにお伝えしてい
けるように、変化を着けてご報告していきたいと

2018-2019 年度、金子会長のもとで幹事を務め
させて頂くことになりました吉田勝弘です。

考えております。
ちなみに次回の例会日は、８月１日となります。

当クラブでは幹事が司会進行役をいたします。

『麻雀の日

８パ １イからだと思います』。

今日まで人前でお話をする機会があまり無く沢山

それと例会場が『須田』さんに変わった事です

の至らない点やお聞き苦しい部分があるかと思い

浅草ビューホテルから須田さんに変わって２回目

ますが、ロータリーの寛容な精神で宜しくお願い

の例会となりますが、第１回目の例会前から、前

いたします。

役員の皆様にはご協力を頂き誠にありがとうござ

金子会長には、2016-2017 年度井上会長年度の
時に本来、私が幹事を務める予定でしたが

某事

いました。特に須田会員・大久会員・事務局の大
塚様には

情により私の代わりに幹事を務めて頂きました。

会場の設営

席の配列

その節は、金子会長にはご迷惑をお掛けし申し訳

国旗の配置

ＣＤの使い方

なく、大変ありがとうございした。その御恩をお

を運んで頂き無事に第１回目の例会を向かえる事

返する為にも尽力してまいる所存でございます。

ができました。本当に助かりました。この場をお

今年度は大きな出来事が２つございます。
１つ目は

受付の場所

看板の位置

等々の件で何度か足

借りして御礼申し上げます。
これからガバナー並びにガバナー補佐の公式訪

松坂会員がガバナーになる事です。

問等がございますが、速やかな運営が出来るよう

それに伴い当クラブより地区副幹事が３名選出

に努力して行きたいと考えておりますので、その

されました。
松坂ガバナーの出身クラブという事で当クラブは

節は皆様ご協力をお願いいたします。
最後になりますが、金子会長のテーマ

他クラブから注視されている事を『東分区会長・

『ロータリーの原点

副会長・幹事三役研修会』等で肌身に感じており

とあります。そのお手伝いをさせて頂き

ます。ですので松坂ガバナーには、ご迷惑をお掛

方針には

けしないように金子会長と努力して行きたいと考

『変化を生み出し何ができるか、結束を高め、よ

えております。

り良いクラブする』

それに伴い地区副幹事の岩楯会員・井上会員・

奉仕の精神を再確認しよう』

を掲げております。こちらに関しましては、
『変化

神谷会員が松坂ガバナーのお供としてロータリー

を生み出し何が出来るか』の部分は、既に

例会

活動をする事で例会の出席人数減少の不安もござ

場、例会時間の変更で動き出しております。そし

いますが、地区副幹事のお三方とはコミュニケー

て『結束を高め、より良いクラブする』の部分は

ションをとり円滑に例会が運営できるよう努めて

金子会長の最も得意分野ですので私としましては、

まいりたいと思っております。

大船に乗っかって行き、万が一、方向性がズレた

２つ目は

時だけ一緒に舵を切るお手伝いができればと思っ

例会場と例会日の変更でございます

ております。本年度は、金子丸に乗船し会長と一

まず例会日ですが、前年度までの祝祭日を含ま

緒に頑張っていく所存ですので葛飾東ローターリ

ない毎週水曜日から基本第１・３・５水曜日とな

ークラブ会員の皆様のご指導ご支援ご協力を宜し

る事です。とは、したものの１・３・５水曜日が

くお願い致します。

祝祭日と絡む事で変則的になる例会日も多数ござ
います。

