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　2007ー 2008年度テーマ
R . I . テ ー マ	 「ロータリーは分かちあいの心」	R . I . 会 長	 ウィルフリッド　J.ウィルキンソン
2580地区テーマ	 まず「楽しく、魅力あるクラブ」ありき　そして「良き友と共に奉仕を！」
	 	 地区ガバナー	 浅 　川　皓　司
クラブテーマ	 「実践しよう奉仕活動」	 クラブ会長	 斎 　藤　彰　悟

今後の卓話予定

本日の卓話

「野 球 の 話」	 野球評論家　佐々木　信也氏

前回（7/4  1042 回）の記録

会長報告＜斎藤会長＞
・遂にというか、やっとというのか、初例会を迎
える事ができました。メンバーの皆様一年間、
ご協力をよろしくお願いいたします。

・クラブにとってうれしいお知らせです。元会員
の藤掛さんが復帰する事になりました。

幹事報告＜山尾幹事＞
・上半期年会費の請求をBOXにいれてありま

すので、お振込みをお願いします。
・今期の会員への連絡方法は原則としてメー
ルで行いますが、FAXをご希望の方は回覧
を廻しますので、ご記入ください。
・今年度は卓話の時間帯を厳守したいと思い
ますので各委員会報告は出来る限り、事前
にS.A.A.にご連絡ください。尚、報告等が多
い場合は例会を早めて開始いたします。

出　　席　　報　　告

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

	 ５２名	 ０名	 ２名	 50 名	 0 名	 100％ 第 1040 回修正　欠席 1名・出席率 98.00％

◆ゲ ス ト ０名	

◆ビジター １名	 東京浅草 RC　山　本　　　勇	様

７/	18	 クラブ協議会「前年度事業報告」
７/	25	 ガバナー公式訪問に向けて
８/１　	ガバナー公式訪問
８/８　	「上野・浅草あれこれ」	 寛永寺理事長　浦井正明　様

委員会報告
＜親睦活動委員会　上野委員長＞
・７月28日　隅田川花火を楽しむ会（思いや
り亭第二弾）の申し込みを受付中でござい
ます。ふるってご参加下さい。

＜国際奉仕委員会　米山奨学担当　片岡委員＞
・ロータリー米山記念奨学事務局から、オリ

ジナル切手シート頒布の案内がきておりま
すので、回覧致します。

＜前R情報委員会　海内前委員長＞
・皆さんのポケットに前年度の家庭集会の全
議事録を冊子にして入れてあります。

年間100％出席	 遠　藤　道　雄　君　　4 回	・	岩　戸　正　一　君　19 回
	 中　村　義　英　君　16 回	・	潮　田　幸　一　君　　2 回

会長　斎 藤 彰 悟
幹事　山 尾 尚 司

本日の食事

７/18 の食事

カレーブッフェ

中 華 弁 当

ポークカレー、サラダ

田舎風蒸しごはん



7/4  理事・役員会報告
＜審議事項＞
１．国際奉仕委員会：カンボジア日本語学校

等、支援事業の件――――――――承認
２．ガバナー公式訪問の件――――――承認
　　　スケジュール・クラブ協議会・席次案
３．「100人の浅草モダン・写真展」に後援

者としてクラブ名義掲載の件―――承認
４．出席免除申請の件――――――――承認
　　　植木・笹生　両会員より申請

５．藤掛元会員の再入会の件―――――承認
　　　職業分類は「布地販売」

＜報告事項＞
１．６月度会計報告
２．三クラブ合同ゴルフ会、開催について

平成20年３月27日㈭「龍ヶ崎カント
リークラブ」：小林（雅）・伊石

ニコニコボックス
＜斎藤、山尾＞
・斎藤、山尾丸の舟出となりました。花も嵐
もふみこえての心境です。ご協力を宜しく
お願いします。

＜長沼、原田、吉沼、中村、伊石、加藤、宮村、
須藤、柿沼、宮沢、大塚、松本、長堀、天笠、
遠藤、吉田、永井、尾泉、藤田、井田、植木、
上原、松崎、矢野、小林（雅）、長島＞

・斎藤新会長と山尾新幹事の新しい門出に幸
いあれと祈ります。

＜海内、田村、古谷＞
・新会長、幹事の斎藤彰悟君と山尾尚司君、
しょうがないとは言わせません。

＜松崎＞
・先週計らずも欠席しましたので遅ればせな
がら長沼前会長、永井前幹事ご苦労様で
した。

＜松崎、古谷＞
・一週遅れで社会奉仕委員会から皆様に大変
お世話になりありがとうございました。

＜宮沢、永井、太田＞
・出席委員会、今日が初仕事です。出席
100％お祝いが、たくさん出ますように!!

＜河合、宮村、関原、岩戸、柘＞
・これから一年間、皆様のニコニコを期待し
ます。S.A.A.一同。

＜上野、伊石、加藤、天笠、山口、初見＞
・今年一年よろしくお願い致します。松本勝
太郎様、お誕生日祝いの品物では、大変お
世話になります。親睦活動委員一同。

＜藤野、初見、宮沢、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。

＜斎藤＞
・６月28日で結婚８年になりました。息子は
４月より小学校に入学して毎日元気に５時
30分に起きて通学をしています。

＜大塚＞
・矢野さん、松崎さん、先日の浅草富士浅間
神社例大祭では大変お世話になりありがと
うございました。

＜山尾＞
・今年こそ優勝まじか　ジャイアンツ。
＜柘＞
・満開の桜すぐ散るジャイアンツ。
＜笹生＞
・新年度の船出を心から祝し、一年間の航海
の無事・安全を祈願して。「歌うニコニ
コ」第一弾!（詞・歌　笹生淡水）

　♪　斎藤会長の「藤（ふじ）」をとり
　　　山尾幹事の「山」加え
　　　笹生淡水　名付けしは
　　　“浅草中央藤山（ふじやま）丸”
　　　ホントニ　ホントニ　ゴクロウサン



卓　話

「会長・幹事就任挨拶」

　’07 〜 ’08 年度が始まりました。まず、
最初に長沼一雄前会長と、永井健一前幹
事に、この一年間のご指導と、ご活躍に
心より感謝申し上げます。
　さて、私は 1990 年１月、40 才の時に
入会しました。1990 年といえば、丁度、
平成という年号も２年となり、東西ドイ
ツの統一があった年でした。爾来、今年
で 17 年目になります。クラブ創立 10 周
年の頃までは、先輩ロータリアンの活躍
を見る、ノンポリ・ロータリアンでした。
その後、’04 〜 ’05 年に植木さんの勧めで、
地区副幹事として地区の事業に携わらせ
て頂きました。この経験により、ロータ
リーに対する認識の変換がありました。
　一昨年（’05 年）秋に、長沼前会長より、
会長ノミニーの指名を受け、ロータリア
ンとしては、頼まれたらノーと言わない
ことが決まりですので受諾させて頂きま
した。
　長沼前会長からは、自分の年度で行い
たい事は、会長エレクトの時に準備をし
た方が良いとのアドバイスを受け、かな
りの資料も譲り受けて、勉強させて頂き
ました。20周年という大きな行事も終え、
次の世代に手渡していくために、「実践し
よう・奉仕活動」というテーマで、真の
奉仕活動を実践出来るような環境作りや、
各種の基盤作りに傾注して参りたいと考
えております。何卒、メンバーの皆様の
ご支援と、ご協力を宜しくお願い致します。

　私は平成 11年５月 12日に入会させて頂
きましたが、当初は赤い襷や青い襷をかけ
て挨拶を交わす会員の人達をみて、失礼で
すが新興宗教にいるようで場違いな思いを
したことを懐かしく思い出しております。
８年の年月が経ち今回、斎藤会長から幹事
という大役をご指名頂きました。
　それから俄か勉強する羽目になりまし
たが、あるロータリー入門書に「ロータ
リーは実践哲学といわれています。はじ
めに実行があり、あとから理論がつけら
れるものである…。もし善意というもの
を抜きにしたら全くロータリーの特色を
失ってしまうことになる、そこでいう善
意とは人間同士の思いやりの気持ちでは
ないか」とありましたが、この言葉を目
標に斎藤会長の今年度方針「実践しよう・
奉仕活動」の実現に向かって努力してい
きたいと考えております。
　最後に長沼前会長・永井前幹事はじめ、
各諸先輩からスタートにあたり色々のご
助言を頂きましたことに感謝を申し上げ
ますと共に今後ともご指導の程、宜しく
お願い致します。
　“ 斎藤会長 ” という御神輿を担うには一
人では出来ません。何卒、斎藤年度の祭
事にクラブ全員が参加し、神輿が高々と
掲げられますよう、皆様のお力添えをお
願いしてご挨拶とさせて頂きます。

　会長　斎 藤 彰 悟 　幹事　山 尾 尚 司


