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　2006ー 2007年度テーマ

本日の卓話

前回（994 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

「一 年 の 抱 負」 東京浅草中央RC　会長　長 沼 一 雄
「    　 〃 　  」 幹事　永 井 健 一

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

お誕生日祝　藤野勝彦君　7月８日　　宮沢直義君　15 日　　　潮田幸一君　22 日

出　　席　　報　　告
◆ゲ ス ト ３名 東京青年会議所・わんぱく相撲特別委員会　委員長　齊　藤　徳　行　様
	 	 　　　　　　同　　　　　　　　副委員長　平　瀬　麻紀子　様
  近畿日本ツーリスト浅草支店　支店長　山　口　正　美　様
	総　数	 休　会	 出席免除	 出　席	 欠　席	 出席率 　　修　正　出　席　率

	 ５０名	 １名	 ２名	 ３６名	 １１名	 76.60％

会長報告
＜中村会長＞
・今日で私の会長としての報告は最後となり
ました。1年間、有難うございました。後
ほどあらためて、ご挨拶申し上げます。
・親睦委員会の皆様には伊東旅行では大変お
世話になりました。楽しい旅行でした。
幹事報告　
＜片岡幹事＞
・地区の他クラブから例会変更のお知らせ

（浅草・上野クラブも含む）が多数届いて
おりますので、事務所でご確認ください。

・地区青少年交換委員会より、北分区IM青
少年交換留学経験者（社会人）によるパネ
ルディスカッションのDVDが届いていま
すので卓話の際等にご利用ください。

・地区社会奉仕委員長より「地区社会奉仕活
動報告書」が届いておりますのでご覧くだ
さい。

委員会報告
＜東京青年会議所・わんぱく相撲特別委員

会・齊藤委員長、平瀬副委員長＞
・平成18年6月18日（日）開催の「	第18回わ
んぱく相撲東京都大会」への協力に関して
お礼の挨拶がありました。

＜牧野福慶君＞
・7月1日付けで千葉県観光公社に転勤が決ま
りました。当ロータリークラブには1年4ヵ
月お世話になりました。その間、仕事、及

びライフスタイル等で勉強させて頂きまし
た。又、一部の方には夜の勉強も色々と教
えて頂き感謝しております。今後は次の任
地で教わったことを糧にして頑張りたいと
思っております。又、後任に山口支店長が
入会しますので宜しくお願いします。有難
うございました。

＜親睦委員会・矢野副委員長＞
・慣例の二次会と会長・幹事及び牧野さん
の慰労を兼ねて28階ベルべデールで開催

第 992 回修正　0名欠席・出席率 100％



ニコニコボックス
＜中村・片岡＞
・1年間ご協力、頂きまして誠に有難うござ
いました。皆様のお陰で任期を全うすること
ができました。
＜矢野・古谷・柿沼・天笠・宮沢・太田・植木・
吉沼・原田・松崎・長沼・大塚・永井・山尾＞
・中村会長・片岡幹事 1年間のお務め、お疲
れ様でした。本日の例会を楽しんで下さい。
＜牧野＞
・7月 1 日付けで異動になりました。入会中
は皆様には大変お世話になりました。
＜矢野・吉沼・永井＞
・牧野さん、突然の異動にびっくりしました。
共に過ごした（苦労した）1年間、一生忘れ
ません。新天地でも頑張ってください。
＜中村・上野・宮沢・永井・片岡＞
・親睦委員会の皆様、親睦旅行の設営、大変
ご苦労様でした。楽しい一時を過ごさせて頂
きました。
＜天笠・上野・宮村＞
・原田さん、親睦旅行の写真、有難うござい
ます。

＜長沼＞
・先日のゴルフ同好会コンペで優勝し、柿沼
会長杯を頂きました。素敵な取りきりカップ
を取れてとても光栄です。有難うございまし
た。
＜宮村・斎藤・上野・関原・伊石・園部・
小林（博）＞
・皆様、1年間、SAAに協力いただき有難う
ございました。ニコニコ募金総額 1,465,843
円になりました。
＜小林（雅）・柘・矢野・牧野・吉田・潮田＞
・1年間ご協力いただき有難うございました。
親睦旅行も新旧会長・幹事の歓送迎会という
ことで大いに盛り上がりました。
＜大塚・植木・天笠・山尾＞
・今年度 1年間、出席委員会にご協力いただ
きまして誠に有難うございました。出席委員
会一同・感謝、感謝です。
＜笹生・作詞＞
・最終例会は、今日は晴れだった
全力投球、輝く実績　中村会長の慈愛の力か
---　ああ　それとも大役、果たせし　片岡幹
事の澄みし心か ---　ああああ—　最終例会
は、今日は晴れだった。

（本日 54,000 円 累計 1,465,843 円、感謝）

（会費2,000円）します。是非ご参加くだ
さい。

＜次期親睦委員会・原田委員長＞
・7月17日（月）開催の「ハワイアンの夕
べ」は親睦活動委員会の最初の公式行事と
なります。Side・Order・Bandはウクレレ
では最も有名なバンドの一つです。又、同
伴の女性に限り会費が一万円となります。
奮ってご参加ください。

＜次年度出席委員会・宮村委員長＞
・お知らせの通り次年度より各ポケット内の
出席カードが統一の出席表に変更となりま
す。お手数ですが出席委員の机上に用意し
てありますので次回よりサインをお願いし
ます。尚、スケジュール表は別途、掲示致
しますのでご協力をお願いします。

＜次年度・永井幹事＞
・次年度会長テーマの「高齢者への心遣い」
に関し、台東区区民部より子育て環境に関
するアンケートの依頼がありました。皆様
のポケットに入れましたので速やかに回答
ください。

＜次年度会報委員会・山尾委員長＞
・週報の紙面割りの都合で各報告用紙が変わ
ります。次回例会から報告用紙をSAAの
机に置いてありますので、ご利用くださ
い。ご協力お願いします。

＜出席委員会・大塚委員長＞
・992例会出席率を93.2%から100%へ変更し
ます。これで今期の100%出席の回数が10
回となりました。出席委員一同、皆様のご
協力に感謝します。



１年の抱負　会長・幹事挨拶

　この 1年間皆様のお陰を持ちまして任期を
全う出来たことを深く深く感謝を申し上げま
す。振り返って見ればロータリークラブの運
営には全くの無知でしたが柿沼前会長・原田
前幹事の親身なるご指導、ご教導を頂戴して
昨年 7月にスタートをさせて頂きました。お
礼申し上げます。
　年度開始にあたり会長方針として次の３つ
のテーマと５つの重点項目を掲げました。

Ⅰ 20 周年を迎えて、更に大きく「愛」の輪を
プログラム委員会の下半期で超我の奉仕・
即ち「愛」のテーマで様々な卓話をして頂
きました。

Ⅱ 次の 20 年のために—BRUSH UP ROTARY 
AGAIN—
プログラム委員会上半期にチャーターメン
バー及び古い会員の卓話でロータリーの精
神訓話をお願いして我々ロータリーを考え
る良い機会が出来ました。
情報委員会では「超我の奉仕」「新会員を
迎える為に」のテーマで家庭集会を開催
して頂きました。又、出席委員会は出席
100%の例会を 10 回も達成いたしました。

Ⅲ クラブ全員の「愛」で 20 周年事業の成功
岩戸さんに作成して頂いた記念誌を以って
当事業は終了したが、一昨年から長島実行
委員長の「和を以って為す」の方針で海
内・本両副実行委員長の実務手腕と全会員
が夫々の役割に力を発揮し記念例会・祝賀
会共に楽しむことが出来たことは正に「愛」
の結集の賜と考えます。又、その一環とし
てカンボジアのシュムリアップの日本語学
校にスタディーツアーを行い、教育機材の

寄付をすることが出来ましたことは、浅草
中央RCの歴史に残る事例になったと思い
ます。

　サブテーマの「全員参加の社会奉仕」とし
ては古谷前社会奉仕委員長からの事業を引継
ぎ、吉沼社会奉仕委員長の努力で彼岸花や・
梅の古木・紫陽花等の植栽で台東区の「隅田
公園・花の名所づくり」の中心的な役割を担
うことになり社会奉仕活動の実績になったと
考えます。
　	「魅力ある例会づくり」では斎藤 SAA委
員長の尽力で食事の改善や夜間例会・年７回
の実施等、魅力ある例会を目指して様々な試
みをして頂きました。
　又、３クラブ合同例会は、SAA・親睦活
動委員会の努力で成功裏に納めさせて頂きま
した。会員増強では岩戸委員長・上原副委員
長の努力により、退会者も無く関原さんの入
会を得ることが出来ました。
　会報・雑誌・広報委員会では藤野委員長の
努力で素晴らしい改革を果たして頂きまし
た。遠藤国際奉仕委員長には数々の募金活動
に尽力され、特に印象的だったことは、RC
財団からのカンボジアへの寄付補助金を得る
ことでした。
　最後になりましたが片岡幹事には、本当に
お世話になりました。弘法大師の言に「巨岩、
船を得れば万里の大海を渡る　かげろう大鳥
に付さば天空を自由に舞う」とありますが片
岡幹事の大きな船に乗せられ、会員皆様の大
きな鳥の羽ばたきに付かせて頂き、この１年
間、楽しく羽ばたかせて頂きました。感謝を
申し上げます。

　「1年を振り返って」

　　　　　　　　　　　　　　会　長
　　　　　　　　　　　　　　　　　中　村　義　英



　先ずはこの 1年間、皆様の絶大なるご協力
のお陰により無事に終了出来ました事にお礼
申し上げます。幹事役をお引き受けした時に
我がクラブが 20 周年になるとも気付かない
ままお引き受けした訳ですが、思えばこの 1
年は何かと行事の多い 1年でした。
　昨年は 7月 10 日の隅田公園・花の名所づ
くり̶彼岸花の植栽に始まり、9月にはその
彼岸花の開花イベント、10 月のガバナー公
式訪問、11 月には当クラブの 20 周年記念大
会、そして 12 月のクリスマス家族会と行事
が続き、各委員会の方々には、万全の準備を
して頂き、又、全員参加の一致協力を以って
これ等の行事を成功裏に行なう事が出来まし
た。
　その間、20 周年記念事業また国際奉仕活
動の一環としてカンボジアの日本語学校に対
してビデオ設備等を寄贈いたしました。加
えてRC財団より地区補助金を頂くこともで
き、これを送金しました。この補助金の申請
も大変な作業でしたが、遠藤国際奉仕委員長
の努力の賜でございました。
　今年の 2月 8日には、浅草・上野 RCとの
3クラブ合同例会を我がクラブがホストクラ
ブとして行ないましたが、SAA、親睦委員
をはじめ、会員の皆様には絶大なるご協力を
頂き大変、お世話になりました。感謝を申し
上げます。

　この 1 年を振り返りまして、私はクラブ
の皆さんが本当に自分達のクラブのことを
思って良いクラブにしようという気持に溢
れていると感じました。
　会報委員会の週報の IT化、出席委員会の
驚異的ともいえる、例会出席 100%̶10 回と
いう記録、そして長堀さんに至りましては、
1年半も会計を自主的に引き受けて頂きまし
た。
　最も大きな行事の 20 周年記念大会は、長
島実行委員長・海内、本副委員長を中心に
全員の方が役割分担に従って活躍して頂き
ました。そして、20 年間の記録を網羅した
「20 周年記念誌」も岩戸さんの尽力により出
来上がりました。
　幹事をしたことで、会員の皆さんと今迄
以上に深く知り合うことが出来ました。
　私はロータリーでは親睦がとても大事だ
と思っておりますが、この一年間の経験は
皆さんとの親睦にも大いに役立つと感じて
おります。
　これから又、30 周年に向かって新しい 10
年を皆さんと共に、努力していきたいと思
います。
　重ねて皆さんにお礼申し上げますと共に、
次期・永井幹事への絶大なるご協力をお願
いして私の挨拶とさせて頂きます。1年間、
本当に有難うございました。

　「1年を振り返って」

　　　　　　　　　　　　　　幹　事
　　　　　　　　　　　　　　　　　片　岡　邦　夫

〝東西、東西、熟練委員の手元を離れ、未熟者の面々にござりますれば、
 　　　　　　　　お目まだるきところは幾重にもご用捨の程、こい願い上げ奉ります〞
と、いうことで、この 1年間、大塚・伊石・潮田・山尾が微力ではありますが「楽しい週報」
を目指して努力して参りたいと思っております。幸い、フジプリンターの田中さんという心強
い味方がおりますが、会員の皆様にもお気付きの点がありましたら、ご意見をお寄せ頂き私達
クラブのモットーである全員参加の紙面作りが出来たらと願っております。
会員皆様のご健勝を祈念いたしますと共に、大〆の木の音まで
　　　　　　　　　　　　ご声援下さいますよう“隅から隅まで”御願い申し上げます

新会報委員会
口　上




