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　2006ー 2007年度テーマ

前々回（1027 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

今後の卓話予定

４/ ４ 「イチローに学ぶプロフェッショナル」 料理評論家　山本益博 様
４/ 11 「職場体験学習」 御徒町台東中学校校長　関本惠一 様
４/ 18 「健康食品について」 ㈲ヤジマ　代表取締役　矢島　寛 様
４/ 25 「素顔の小泉純一郎」 著述業　山口日太郎 様

本日の卓話

「台東区の災害対策について」 台東区危機災害対策課長　飯島守人 様

会長報告＜長沼会長＞
・先週の北分区IM・台東区三クラブ合同例
会とで３週ぶりのホームクラブ例会です。
・本日、入会の加藤昭雄君、是非ロータリー
クラブライフを楽しんで下さい。

・本年度、次年度委員会引き継ぎの際にファ
イルで伝達して下さい。
幹事報告　＜永井幹事＞
・本日理事役員会を開催致します。理事・役
員の皆様のご出席をお願い致します。

委員会報告
＜次年度幹事・山尾副幹事＞
・３月15日18時30分より第２回被選理事・委
員長会を開きます。尚、ご都合の悪い方は
副委員長等に代理出席をお願いします。

＜青少年奉仕委員会・柘副委員長＞
・他地区では地元の教育委員会と協力して
色々な活動をしております。台東区には三
つもあるのですから何か出来そうな気がし
ました。

＜親睦活動委員会・原田委員長＞
１．加藤新入会員歓迎会

日時；３月 28 日　18 時半
場所；本所吾妻橋「トライアール」
会費；会員￥13,000　ご夫人￥10,000

２．親睦旅行会
日時；６月 23 日、24 日（土・日）
場所；湯河原　川堰苑　いすゞホテル
会費；後日報告
希望者は湯河原カンツリー倶楽部でプレイ可です。

　	
笹生貞介ご夫妻	６日	・	千葉光則ご夫妻	 14日	・	 長谷川正雄ご夫妻　15日

　４月結婚記念日	 天笠悦藏ご夫妻	 21日	・	小林　博ご夫妻　25日	・	長堀映司ご夫妻　26日　　　　　　	 海内栄一ご夫妻	 26日	・	植木　榮ご夫妻	 28日	・	上野雅宏ご夫妻　29日
	 遠藤道雄ご夫妻	 30日	

年間100％出席	 　　　宮 村 義 男 君　３回

前回（1028 回）の記録

出　　席　　報　　告
◆ゲ ス ト　　 0 名　　　◆ビジター　　0 名 
	総　数	 休　会	 出席免除	 出　席	 欠　席	 出席率 　　　　修　正　出　席　率
	 ５１名	 １名	 ２名	 42 名	 ６名	 87.50％ 第 1025 回修正　欠席３名・出席率 93.88％

会長　長 沼 一 雄
幹事　永 井 健 一

本日の食事

4/4の食事

和 食

パスタブッフェ

松花堂弁当

イタリアンソーセージとキャベツのスパゲッティ・スモークサーモンのクリームスパゲッティ・サラダ・デザート

出　　席　　報　　告
◆ゲ ス ト 1 名 卓話者　伊藤高之 様 
◆ビジター 2 名 東京浅草 RC　樋口孝四郎 様・東京浅草 RC　木村秀司 様  
	総　数	 休　会	 出席免除	 出　席	 欠　席	 出席率 　　　　修　正　出　席　率
	 ５２名	 １名	 ２名	 44 名	 ５名	 89.80％ 第 1026 回修正　欠席３名・出席率 93.75％



ニコニコボックス
＜宮沢＞
・伊藤様お忙しい中本日の卓話に御出席誠に有難
うございます。楽しみにして居ります。

＜原田、山尾、井田、藤野＞
・本日の卓話　伊藤高之様　「銀座と文房具」楽
しみにしております。

＜岩戸、吉田、山尾、尾泉、中村、海内、遠藤、
植木、宮村、上野、長沼、永井、松崎＞

・新入会員　加藤昭雄君　大歓迎いたします。
＜長沼、永井＞
・家庭集会では、皆様活発な、意見交換をありが
とうございました。

＜大塚、須藤、片岡＞
・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。

＜宮村＞
・年間100％出席の表彰をいただきまして、誠に
ありがとうございました。

＜松崎＞
・結婚記念日のお花を頂き有難うございます。42
回目になります。

＜藤田＞
・３月13日で50回目の結婚記念日を迎えました。

これからは毎回２人共元気で記念日を迎えます
様精進致します。花束有難う御座居ました。

＜上原＞
・天笠さん、立派な記念品ありがとうございました。
＜遠藤＞
・長らく休みが続きました。来週もお休みです。
本日の例会を温かく充実させましょう。

＜古谷＞
・上海にある合弁会社の中国側出資分を全て買取
り私が経営の全責任を負うことになりました。

＜Ａグループ　天笠、笹生、井田、植木、上野、
永井＞
・家庭集会の残金をニコニコに‼
＜天笠、太田＞
・確定申告が終って、スッキリ。
＜柘＞
・本日ポケットにいれておいた新しい会の会則
は、岩田弁護士との共作であります。従って男
女機会均等法などとの整合性にも配慮してあり
ますので安心して入会して下さい。入会の先着
10名は名誉ある理事になれます。

＜山尾、大塚＞
・「恵まれないおじいさんの会」	い抜きなら参加し
ます。

　　　　　　　　　

卓　話

＜講演要旨＞
●銀座
・銀座は明治以降の町で浅草や日本橋に比べると歴史が浅く、弟分的存在と思う。
・銀座と言う町は居留地で異人が住んでいたことから一貫して伊東屋も当初より和漢に加え、西洋の文
房具を商いにしてきた。

・創業10年でカタログを発行したりして絶えず新しいものを取り入れてきた。
・昭和19年に売る物がなくなり、閉店したが、その後、銀座の発展とともに歩み、３年前に創業百周年
を迎えた。

●文房具
・文房具における戦後の三大発明はボールペン、セロテープおよびノーカーボンペーパーと考える。
・コンピューターの出現で人が文字を書くことが少なくなった。
・文房具屋の戯言かも知れないが、文字を書かなくなった人間はどんなに寂しいことか、日本には文字
や守るべき伝統文化があるのだとつくづく感じる。

・浅草や日本橋同様、銀座は今後も、いろいろな形で発展すると思うが、商人の世界・生命を絶やして
はならないと思う。

「銀座と文房具」

	　		㈱伊東屋　会長

伊　藤　高　之　様

＜プロフィール＞

昭和		7 年	 東京生まれ
昭和 52 年	 株式会社　伊東屋社長就任
平成 17 年	 会長就任
銀座連合会理事長、新銀座ロータリークラブ
会長等歴任

第９回理事・役員会報告
＜審議事項＞
１．２月度会計報告───────── 承認
２．親睦旅行について
　　　　6/23〜24	湯河原温泉	 ──── 承認
３．事務所改装に伴い委員会ファイル設置
　　要旨説明致しました───── 継続審議

４．「台東区４小学校ジョイントコンサート」
　　３クラブ後援の件	──────── 承認
５．その他
＜報告事項＞
１．家庭集会報告。情報委員長宛報告書が提出
されております。

２．高齢者支援。４月に家庭集会を行います。
３．その他


