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　2006ー 2007年度テーマ

本日の卓話

前回（995 回）の記録

R . I . テ ー マ	 「率先しよう」	 R . I . 会 長	 ウイリアム・ビル・ボイド
2580地区テーマ	 「本来無東西・心は一つ」	 地区ガバナー	 小 　澤　秀　瑛
クラブテーマ	 「ロータリーを味わおう」	 クラブ会長	 長 　沼　一　雄

　　　　「金 メ ダ ル へ の 道 」 
 日本体育協会　理事　塚原　光男様

月間卓話予定

	５日	 「一年の抱負」	 　会長　長沼一雄・幹事　永井健一	
	12 日	 「金メダルへの道」	 日本体育協会　理事　塚原　光男様	
	19 日	 「前年度事業報告」	 	
	26 日	 「お国の台所と我が社」	 日本相互証券　会長　海老原健次様

年間100％出席　遠藤道雄君	３回・岩戸正一君	18 回・中村義英君	15 回・潮田幸一君	１回

出　　席　　報　　告

◆ゲ ス ト 0 名 

◆ビジター 1 名	 　　　　　　東京浅草ロータリークラブ　　梶　　　義　弘　様

	総　数	 休　会	 出席免除	 出　席	 欠　席	 出席率 　　　　修　正　出　席　率

	 ４９名	 １名	 ２名	 ４２名	 ４名	 91.3％

会長報告
＜長沼会長＞
・いよいよ今年度のスタートです。一年間会
員の皆様、どうぞよろしくお願い申し上げ
ます。
・本日早朝のミサイル発射事件は、びっくり
致しました。大事に至らない事を切に願う

ものです。あらためて平和である事をありが
たく感じます。

幹事報告　
＜永井幹事＞
・来週、理事役員会を開催致します。理事役
員の方、出席お願い致します。

委員会報告
＜第1000回記念例会実行委員会・斎藤委員長＞
・８月９日第1000回記念例会に、ご招待する
OB会員の皆様へメンバーが手分けをして
持参し、お誘いをしますのでご協力をよろ
しくお願いします。

＜親睦活動委員会・原田委員長＞
・来たる８月９日1000回記念例会の出欠表を
回します。日頃の内助の功に対しての御礼
の意を込めた例会でもありますので、しっ
かりとその意を奥様方へお伝え下さい。

＜会報委員会・山尾委員長＞
・本日、新週報を特別に入れてあります。次
回からメール発信となりますが、どうして
も紙面で欲しいという方は申し出て下さ
い。原則として月曜日の発信となります。

＜前幹事・片岡幹事＞
・前年度の委員長さんは下期（平成18年１〜
６月）の事業報告を来週の例会時迄に私ま
で。メールがベストですがFAXなどでも
結構ですので提出して下さい。

第 993 回修正　4名欠席・出席率 91.49％



ニコニコボックス
＜宮沢・関原・山尾・須藤・岩田・小林（雅）・
藤野・斎藤・太田・藤田・遠藤・大塚・植木・
柿沼・吉田・長島・井田・海内・上原・宮村・
上野・尾泉・松崎・田村・松本・吉沼＞
・新会長	長沼さん、新幹事	永井さん、一
年間、宜しくお願い致します。

＜長谷川＞
・長沼新会長と永井新幹事のコンビで明る
くって心温まるふれあいが続く事を願って
おります。永井さん先日は有難うございま
した。

＜長沼・永井＞
・会員の皆様、一年間何かとお世話になりま
すが、どうぞよろしくお願い申し上げま
す。

＜斎藤＞
・中村前会長、片岡前幹事、一年間おつかれ
さまでした。

＜長島＞
・中村会長・片岡幹事の最終例会に出席でき
ず申し訳ありませんでした。

＜中村・片岡＞
・長沼新会長、永井新幹事、これから一年宜
しくお願い致します。

＜斎藤＞
・本年１年間、クラブ奉仕委員長として、皆
様の協力をよろしくお願いします。
＜親睦活動委員会　原田・岩戸・鈴木・小林

（博）・園部＞
・いよいよ長沼・永井丸の船出です。親睦活
動委員会一同一年間の御協力を宜しくお願
い申し上げます。

＜山尾・伊石・大塚・潮田＞
・今年一年�　新会報、広報、雑誌委員会を

よろしくお願い致します。
＜宮村・藤田・長堀＞
・長沼会長、永井幹事の元、出席委員会１年
間がんばっていきますので、ご協力宜敷く
お願い致します。

＜海内＞
・本年１年間ロータリー情報委員長を努めさ
せていただきます。会長のご要望が多く苦
労しそうですが、委員会一致協力してがん
ばりますので、宜しくお願いいたします。

＜宮沢・藤野・潮田＞
・お誕生日のお祝いをしていただき、ありが
とうございました。

＜太田＞
・先日、５月末に甲子園で行なわれた、ロー
タリー全国野球大会に参加された2750地区
のガバナー事務所の方に「聖地」の土をい
ただきました。一生大事にします。

＜植木＞
・寄居ロータリーの、森三郎先生がお亡くな
りになりました。生前のご教導深謝し、心
よりご冥福をお祈り致します。

＜長谷川＞
・岩戸さん20年記念誌を頂きました。出来が
良すぎです。大変な努力をされたと思いま
す。有難うございました。

＜宮沢・中村・松崎＞
・なんだか良くわからないミサイル発射は絶
対反対です。

＜シンガーソングライター　笹生＞
・浅草中央長永丸（チョウエイマル）・通称
ナガナガマルの晴れの船出を心から祝い、
航海の安全を御祈念申し上げます。１年後
恒例？の「最終例会の歌」歌いたく存じま
す。
（本日 65,000 円 累計 65,000 円、感謝）



１年の抱負　会長・幹事挨拶

　皆様こんにちは。いよいよ 2006 − 2007 年
度のスタートです。挨拶に先立ちまして、中
村直前会長・片岡前幹事の一年間のみごとな
クラブ運営に対して、会員を代表して感謝申
し上げます。20 周年記念事業、カンボジア
日本語学校支援、さらには、台東区に対し隅
田公園花の名所づくりの社会貢献事業を実施
し、クラブ内外に功績を残されました。本当
にありがとうございました。
　本年度、RI 会長のビルボイド氏は率先し
ようをテーマに「親睦と奉仕を通じて、明る
い未来をもたらす為に力を合わせ率先してい
きましょう」と言っております。また小澤ガ
バナーは「本来無東西」心は一つ、簡素に充
実したクラブライフをと申していました。
　今年度の当クラブの方針として 3つのテー
マを掲げました。
１. ロータリーの魅力を味わいましょう。
100 年続いたロータリーの魅力を味わい、
ロータリー哲学を学び、親睦を深めながら
ロータリークラブを楽しく味わっていきま
しょう。

２. 高齢者への心づかいを地域で考えましょう。
地震等、緊急災害時において我々は、地域
で高齢者や障害者の人達にどんな支援が出
来るのでしょうか。古き良き下町文化と地
域コミュニティを考え、出きる事から行動
しましょう。

３. 1000 回記念例会を祝いましょう。
今年度、創立 21 年目で記念すべき第 1000
回の例会を迎えます。クラブ会員で記念例
会を企画し、お祝いをして、次の 2000 回
へ向けて飛躍していきましょう。

　我が東京浅草中央ロータリークラブは、
ロータリーの二つの基本原則である、一業種
一会員制と、規則的例会出席をかたくなに守
り続け、親睦をもとに職業奉仕を考える。例
会に出席するのが楽しくなる様な明るいクラ
ブ運営を素晴らしい会員と共に、親睦を深め
ながら、ロータリーの魅力を味わっていきた
いと思っております。
　一年間どうぞよろしくお願い申し上げます。

　「幹 事 挨 拶」

　　　　　　　　　　　　　　幹　事
　　　　　　　　　　　　　　　　　永　井　健　一

　この度　長沼会長より幹事と言う大役を仰
せつかり、私に務まるか、不安が先でした。
その反面私の様な者を指名いただき光栄でも
あります。長沼会長より一緒に努めようと説
得されて今日を迎えました。本日より一年間

務める事が出来るのか、不安に思いながら
も今此処に立たされて居ます。ここに至り
泣き言を言っても始まりません。最善の努
力を致して会長の補佐役として理事会、各
委員会、委員の意見、情報を速やかに伝え

　「会長就任挨拶」

　　　　　　　　　　　　　　会　長
　　　　　　　　　　　　　　　　　長　沼　一　雄



られる様、務めて参る覚悟です。先ずは皆様、
頼り無い幹事に、ご協力、ご指導、ご支援、
ご鞭撻を宜しくお願い致します。
　今期会長方針、クラブテーマ、「ロータリー
を味わおう」に沿って初心に返り、ロータ
リー哲学を学び、素晴しい我がクラブ、良き
仲間と親睦を深めながらロータリークラブを
楽しく過せる様努力致して参ります。今期
は 1000 回記念例会を 8月 9 日に新宿河田町
の小笠原伯爵邸にて夜間例会で開催いたしま
す。全員の出席を、奥様方も一人でも多く、

先ず持って皆様にお願い致します。又退会さ
れている方々にも出来るだけ多くの出席を願
い、声を掛けて頂ける方は宜しくお願い致しま
す。
　事務所の整理、各委員会の記録はファイル
に纏め引継ぎ出来る様に改善を致します。
　皆様にはミス多くご迷惑をかけるやも知れ
ませんが、前以ってお許しを乞うておきます。
　重ねて皆様のご支援をお願い致しまして挨
拶と致します。

「ハワイアンの夕べ」
７月 17 日（月）17 時〜
浅草ビューホテル 28 階：ベルベデール

「隅田川花火を見よう会」
７月 29 日（土）18 時〜
アマガサ第２ビル：屋上
（出欠は次回例会で、ご案内します）

７月親睦のご案内
新年度・早々、親睦活動委員会は張り切っていまーす。
先にもご案内の通り 7月は次の催しを企画しております。
ご家族の皆さんにもお誘いあわせの上、奮ってご参加ください。

　文月（7月）、暑い盛りになって参りましたが、夏ばて防止対策の料理をご紹介します。自身で創作料理
として、奥方に作って差し上げてみては如何ですか。
　夫婦円満、請け合います。

“酒肴あれこれ”

「まぐろ梅おろし」　　　　大根をおろし、梅干は種を除き包丁で叩いて梅肉を作り、大根おろしと混ぜ合

わせ、醤油を少々たらす。焼き海苔を火で軽くあぶり、もみ海苔にする。大振

りの鮪切り身をさっと表面を炙り氷水に落とし入れ、すぐに取り出し布巾で水

気を取り、厚めの刺身にする。刺身に先の梅おろしをたっぷりと載せ、もみ海

苔を掛け食べる。旨いよ。

「うなぎ雑炊・味噌仕立て」　“ 土用の丑に鰻 ” という風習は江戸時代の蘭学者の平賀源内が知人の鰻屋の為

に「本日、土用の丑の日」と書いて店頭に張り紙をしたところ、大繁盛したと

言われているが、今の世の庶民もやはり土用には鰻に限る。

先ず、白味噌と赤味噌を 7 対 3 の割りで味噌汁を作り、それに豆腐のつかみ潰

しを洗い飯と共に汁の中に入れひと沸かしした後、鰻の蒲焼の刻みを入れ再び、

ひと沸かしして器に盛り、刻み葱をたっぷり入れ食べる。特に夏バテと冷酒を

やりすぎた後にはこれが良い。井田さん、原田さん、上野さん本当だョ。

                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　極楽蜻蛉

ちょっと一言


