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　2008ー 2009年度テーマ
R . I . テ ー マ	 「夢をかたちに」	 R . I . 会 長	 李 　　　東　建
2580地区テーマ	 「おかげさまの心で	夢をかたちに」
	 	 地区ガバナー	 櫻 　井　権　司
クラブテーマ	 「下町の意気で	夢をかたちに」	 クラブ会長	 吉 　沼　真　一

今後の卓話予定

本日の卓話

７/ 16 「介護労働市場の動向」 三上博至様 
７/ 23 「世界の難民事情」 日本 UNHCR 協会  理事長　赤野間征盛様
７/ 30 「未　定」
８/６ 「未　定」 

前回（7/2  1090 回例会）の記録

クラブ協議会「本年度事業計画発表」 

会長報告＜吉沼会長＞
・2009-10年度RI会長に、スコットランド・
グランジマウスロータリークラブ会員の
ジョン・ケニー氏が選ばれました。

・2580地区から、地区社会奉仕室副室長の斎

藤彰悟さん、地区世界社会奉仕副委員長の
長沼一雄さん、地区青少年育成委員の太田
暁夫さんに委嘱状が届いておりますので、
お渡しします。

幹事報告＜大塚幹事＞
・本日皆様のポストに08〜09年度新委員会表
を配布致しました。退会者等で変更があり
ますのでご注意下さい。

・この度薬石効無く、園部会員のご尊父様
（享年73歳）が６月30日にご逝去されまし
た。謹んでご冥福をお祈り致します。葬儀
の日時等はメール・ＦＡＸにて配信致しま
したのでご確認下さい。

・本日例会終了後クラブ事務所において、第
１回理事・役員会を開催致しますので、関

係者の皆様はご出席のほどよろしくお願い
致します。
・「手続要覧2007」乱丁した不良品がありま
すから不良品がありましたら幹事まで申し
出下さい。
・７月のロータリーレートは１ドル＝106円
と本部より連絡がありました。
・他クラブからの例会変更の案内が届いてお
りますので、クラブ事務所でご確認下さ
い。

来　訪　者　紹　介

	総会員数	 休　会	 出席免除	 出　席	 欠　席	 出席率	 修　正　出　席　率

	 ５１名	 ２名	 ２名	 39 名	 ８名	 82.98％	 1088 回例会修正　欠席５名・出席率 89.58％

◆ゲ ス ト  ０名	
◆ビジター ４名 東京浅草 RC　牧野光男 様・東京浅草 RC　湧井壮吉 様

  東京浅草 RC　渡辺孝之 様・越後春日山 RC　山下光男 様

出　　席　　報　　告

年間100％出席	 岩 戸 正 一 君　　20 回		・	中 村 義 英 君　17 回

会長　吉 沼 真 一
幹事　大 塚 　 清

本日の食事

7/16の食事

洋 食 弁 当

カレーブッフェ



ニコニコボックス
＜東京浅草RC　牧野様＞
・名三塁手、吉沼会長のプレーボールを祝
し、貴クラブの連戦連勝をお祈りしま
す。

＜吉沼、大塚＞
・梅雨の晴間の太陽が、私達の門出を祝って
くれているのかな？　皆様１年間のご指
導、ご鞭撻、ご協力の程よろしくお願いし
ます。

＜須藤、伊石、中村、長沼、岩田、植木、折
原、尾泉、藤田、遠藤、太田、片岡、長
野、岩戸、山尾、海内、長堀、加藤、永
井、渡辺、藤掛、山口、松崎、宮村、原
田、上原、柿沼、潮田、斎藤、上野、本、
小林（博）＞
・満を持しての吉沼・大塚丸の船出を祝し
て。

＜山尾＞
・嫌なこと　値上げラッシュ
　楽しみなこと　フレッシュコンビの誕生
＜吉田、伊石＞
・吉沼会長、大塚幹事と掛けて、新幹線と
解く。その心は、のぞみも有り、ひかり
も有ります。日本一。

＜斎藤、山尾、永井、片岡、原田、上野、
（見学者　宮村）＞
・親睦旅行オプショナル・ツアー（国府津
館昼食会）の残金をニコニコへ。楽しい
昼食会でした。追伸：宮村さん、食べ過
ぎ飲み過ぎに注意しましょう。

＜大塚＞
・矢野さん、松崎さん、昨日の浅間神社例
大祭では大変お世話になりありがとうご
ざいました。

＜田村＞
・やっと大学から医局員が来てくれるように
なりました。７月から毎回の出席を目指し
ます。よろしくお願いいたします。

＜斎藤＞
・結婚記念日のお花ありがとうございま
す。おかげ様で、６月28日で10年を無事
に過ごせました。

＜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。

＜岩戸、山尾、海内、加藤、田村＞
・一年間、よろしくお願い致します。
＜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。吉例（？）の
「歌うニコニコ」第一弾！

　♪大塚幹事の「大（だい）」をとり
　　吉沼会長の「吉（きち）」を加え
　　笹生淡水　名付けしは
　“淺草中央大吉（だいきち）丸”
　　ホントニ　ホントニ　オメデトサン
　♪妻よロータリーの　事などは
　　何も心配　するじゃない
　　会社・社員を　頼むぞと
　　打った涙の　あのメール
　　ホントニ　ホントニ　ゴクロウサン
　　　　　　　　　作詞・歌唱　笹生淡水

委員会報告
＜プログラム委員会　柘委員長＞
・最近読んだ本とか、前に読んだ本で面白
かった本がありましたらその作者に声をか

けてみたいと思います。マスコミで有名な人
は無理ですが、ロータリーの名前で呼ぶと案
外くるものです。

第１回　理事・役員会議事録（7/2開催）

＜審議事項＞
１．６月度会計報告	――	渡辺前会計担当よ

り６月の会計報告があり承認された。
２．出席免除申請について	――	承認され

た　野田證二会員、長谷川正雄会員と

もに年会費は200,000円に決定承認
３．古谷輝彦会員の休会届けについて	―

―	承認された
４．初見正弘会員の休会届けについて	―

―	承認された



　　 卓　話

「新年度　会長挨拶」

　　　　　　　　会長　吉　沼　真　一

　いよいよ 08 〜 09 年度が始まりました。

2006 年 10 月に斎藤前会長からお話しを

頂いた時には未だ未だ先の話、と思って

いましたが、本当に時が経つのは早いで

すね。

　斎藤前会長、山尾前幹事、沢山のご指

導ありがとうございました。そして１年

間ご苦労様でした。

　吉沼、大塚のコンビで１年間荒波に揉

まれる覚悟で大海に出発していきます。

　さて、私は 1991 年３月に入会して以来

17 年の歳月が過ぎた訳ですが、ロータリ

アンとして勉強もせずにノンビリとして

過ごして来ました。これからの１年間ご

指導の程よろしくお願いします。

　さて、今年度のRI テーマは“夢をかた

ちに ” です。これは世界で５歳未満の子

供が１日に３万人も命を落としています。

水、保健と飢餓救済などの分野で協力し

死亡率を低下させ、子供達に夢と希望を

与えましょう、という事です。

　また、2580 地区テーマは“おかげさま

の心で夢をかたちに ”です。桜井ガバナー

は“おかげさまの心 ” とは職業奉仕を通

じて、と訳しました。その“夢をかたちに ”

という言葉を借りまして、頭に “ 下町の

意気で ”と付け加えさせて頂きました。

　最近マンションが増え、他所から転入

して来る新住民が多くなりました。少し

ずつ薄らいで来たのではないかと思われ

る「向こう３軒両隣」などに代表される様

な人情味溢れる下町をこれからも大事に

し、殺伐とした事件が起こらない様、子

供の頃から人に接し、人と人の繋がりを

大事にし、子供達に自然と教育の場とな

る様な土壌を残していきたいと思います。

　私達の地区には、町の人達、大人も子

供も一緒になって楽しむ事が出来る “ お

祭り ” があります。下谷、三社、蔵前、榊、

鳥越等に人が多勢集まる伝統的なお祭り

があります。皆で車座になり、大人も子

供も一緒になってワイワイ、ガヤガヤ、

そしてお神輿という一つの目標に向かっ

て協力しあう。これは良い教育の場とな

ります。私達大人はこの伝統を守り、大

きく育つ子供達を見守りたいと思います。

　挨拶になったかどうか分かりませんが、

浅草中央 RC の皆様、良いクラブであり

続ける様努力してまいります。何卒１年

間のご指導、ご鞭撻そしてご協力の程よ

ろしくお願い致します。



卓　話

「新年度　幹事挨拶」

　　　　　　　　幹事　大　塚　　　清

　今年度幹事を仰せつかりました大塚で

ございます。よろしくお願い致します。

　先ずは前年度斎藤会長、山尾幹事一年

間大変有難うございました。またご活躍

おめでとうございます。今年度のご指導

とご協力の程よろしくお願い致します。

　この強力で素晴らしい斎藤会長、山尾

幹事年度の後に私が幹事として指名され

ますことは何か神の悪戯ではないかと思

います。

　「青天の霹靂」という言葉がありますが、

この言葉は今日の私のためにあるのでは

ないかと考えております。もう一年以上

前だと思いますが吉沼さんより自分が会

長をやる年度の時に幹事をやってくれな

いかとの要請がございました。当然のこ

とながら即座に私が幹事だなんて「10 年

いや 20 年早い話ですよ」と固くお断り致

しました。私は 2002 年の入会でちょうど

松井会長、上野幹事の年度でした。松井

会長に最初に教わった言葉がノーと言わ

ないロータリーという事でした。それか

らはゴルフ同好会の会計、北分区ゴルフ

予選会の会計、20 周年記念大会の会計と

矢継ぎ早にお役が回ってまいりました。

青い襷をかけての親睦委員をはじめ前期

の社会奉仕委員長までわずかなキャリア

しかございません。この歴史と伝統ある

東京浅草中央ロータリークラブの幹事は

自分で考えてもとても務まりません。何

度も何度も固くお断り致しましたがなか

なか受け入れてくれません。

　こんな私に大変有難い名誉な事だとつ

いつい最後には気持ちが揺らぎ軽率にも

お受けしてしまいました。〝後悔先に立た

ず＂　これからが大変です。

　幹事という 2文字が私の脳裏から離れ

ません、またプレッシヤーも増すばかり

でだんだん年度も近づいて参りました。

悩んでいてもしょうがない。やるっきや

ない !!　為せば成るの心境で頑張ろうと決

心いたしました。この上は理事役員、各

委員会の皆様のご協力を戴き吉沼会長に

本当におんぶにだっこになってしまいま

すが足を引っ張らない様、そして会員の

皆様が今年度快適なロータリーライフが

送れますよう努力していきたいと思いま

す。

　今年度は吉沼会長、大塚幹事の大吉コ

ンビで頑張って参りますので大吉コンビ

が大凶コンビにならないよう皆様のご指

導、ご協力の程宜しくお願い致します。


