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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/ ９ クラブ協議会「次年度事業計画発表」
７/ 16 「介護労働市場の動向」 三上博至 
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」 

前回（６/25  1089 回例会）の記録

「新年度　会長・幹事挨拶」 吉沼新会長・大塚新幹事

会長報告＜斎藤会長＞
・北分区IMの報告書がDVDとしてクラブに届
きました。

・５月14日開催の地区研修委員会に於いて、浅
川ガバナーの諮問に対する答申案が承認さ
れました。何点か要点をまとめますと、
①通常・特別の委員会を除き、委員は一分区
１名で十分と考えられる。
②構造改革は屋上屋或いは見当違いの危険
を伴うので前年度で構想し、当年度で検

討し、更に次年度につないでいく体制が必
要であり、この点を誤ると組織に混乱を来
たし指導力が問われかねない。

・ガバナー選出の仕組みが不明瞭なので、機
会があるごとに周知を図り、選出に全会員が
参加する仕組み造りが活性化の手だての一
つと考えられる。
・残念な報告ですが、宮沢会員、千葉会員が６
月末日をもって退会となります。

幹事報告＜山尾幹事＞
・６月18日に開催された緊急理事会で初見会員
からの休会届け（平成20年12月31日まで）を
受理いたしました。理由は６月10日に事務所
で火災が発生し、整理に時間がかかるとのこ
とです。

・他クラブから、例会変更の案内が届いています

ので、クラブ事務所でご確認ください。
・第11回カンボジア日本語スピーチコンテスト実
行委員会より当クラブ宛にポルクムリエンさん
とプラックチャンダーリットさんの研修旅行文
が届いております。興味のある方は事務所ご確
認ください。

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

	 ５３名	 １名	 ４名	 40 名	 ８名	 83.33％	 1087 回例会修正　欠席 6 名・出席率 87.50％

◆ゲ ス ト  ０名	
◆ビジター ３名 東京銀座新 RC　山口　茂 様・東京浅草 RC　渡辺孝之 様

  東京浅草 RC　山田德兵衞 様

出　　席　　報　　告

	 8	日	（64 才）	藤野勝彦君	 11	日	（52 才）	 初見正弘君
7月お誕生日祝	 22	日	（45 才）	潮田幸一君	

会長　吉 沼 真 一
幹事　大 塚 　 清

本日の食事

7/9 の食事

和 食 弁 当

洋 食 弁 当



ニコニコボックス
＜東京浅草RC　渡辺様＞

・久し振りにメークアップさせていただきます。

＜斎藤、山尾＞

・一年間、本当に有難うございました。今の心

境は	 “空も晴れたり奴だこ”	です。

＜永井、遠藤、宮村、吉沼、松崎、大塚、長島＞

・本日の卓話は斎藤会長、山尾幹事による

「一年間を振り返って」です。宜しくお願いし

ます。

＜遠藤、海内、岩戸、加藤、天笠、柘、宮村、

原田、長堀、吉田、上野、柿沼、上原、

松崎、藤野、長島、尾泉、片岡、矢野、

松本（勝）、井田、長沼＞

・斎藤会長、山尾幹事一年間ご苦労さまでし

た。次年度吉沼会長、大塚幹事、来週から一

年間頑張って下さい。

＜親睦活動委員会　上野、伊石、天笠、山口、

加藤＞

・一年間、親睦活動にご協力いただき、ありが

とうございました。旅行参加の皆様、大いに

盛り上がりましょう。

＜出席委員会　永井、太田＞

・一年間、出席委員会にご協力、ならびにメー

キャップありがとうございました。

＜S.A.A.委員会　柘、宮村、関原、岩戸、藤掛＞

・一年間、S.A.A.にご協力いただきありがとう

ございました。おかげさまでニコニコも150

万円をこえました。

＜有志一同＞

・次年度吉沼会長、大塚幹事の激励会を７月

22日に行う予定ですが、昨日会場の焼肉

を試食に行って来ました。残金をニコニ

コします。

＜古谷＞

・アメリカへ留学する為三ヶ月間休会します。

天笠週報委員長ご迷惑をおかけします。

＜小林（雅）＞

・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。

＜どじょうを食べる会一同＞

・安来節の踊りを見ながらどじょうを食べて来

ました。残金をニコニコします。

＜笹生＞

・吉例（？）最終例会の歌

　
　　最終例会は今日は曇りだった

　　全力投球　輝く実績

　　斎藤会長の　名残の惜しさか・・

　　ああ　それとも　女房役務めし

　　山尾幹事の　心残りか・・

　　ああああー

　　最終例会は　今日は曇りだった

作詞・歌唱　笹生淡水　2008,6,25

委員会報告
＜親睦委員会　上野委員長＞

・27日の親睦旅行会に一緒に電車で行かれ

る方は、午後３時15分までに東京駅９番線

ホーム４号車付近にご集合下さい。

＜次年度幹事　大塚＞

・次週08〜09年度第一回例会の会場が３F

「祥雲の間」に変更になります。お間違いな

き様よろしくお願い致します。



卓　話

「一年を振り返って」

　　　　　　　　会長　斎　藤　彰　悟

　まことに月並みな言葉ではありますが、
本当に「あっ」という間の１年間でした。
まずは、この１年間メンバーの皆様の絶
大なご協力と、暖かいご支援を頂きまし
て、無事に務めることが出来たのではな
いかと思っております。これもひとえに、
皆様のおかげでありまして、ここに深く
感謝申し上げます。
　今年度は、地区分区に関する事業におい
て担当ホストクラブの役割もなく、クラブ
の伝統であるメンバー全員が、一丸となり
何かをやり遂げるという機会がありません
でした。しかしながら、その中で今年度の
クラブテーマは「実践しよう奉仕活動」と
いうことで、１．会員相互の親睦を充実す
る（委員会活動を通じて）２．国際奉仕・
社会奉仕の実践（すべての会員が活動に参
加）３．会員増強（30周年に向け、人的
基盤と財政基盤の確立）と致しました。そ
して、具体的な活動内容としましては、各
種委員会の再編成により委員会数の削減を
行いました。次に、カンボジア日本語学校
等の支援、台東区小学校４校によるオーケ
ストラ・ジョイントコンサートの支援を、
浅草RC、上野RCと３クラブ合同で行い
ました。そして、特別委員会を設置し、ク
ラブフォーラムを開きまして、①女性会員
について、と②友好クラブについて活発に
話し合い、それぞれ一定の結論を導き出す

ことが出来ました。
　但し、誠に残念なことに、30 周年に向
けての人的基盤の確立を謳い、メンバー
がそれぞれ努力致しましたが、期首メン
バー 52 名だったのですが、最終的には１
名減で 51 名になってしまいました。まっ
たく以て私の不徳の致すところです。こ
こに、深くお詫び申し上げます。
　又、今回の会長職を通して、地区分区
の他のクラブと比較してみましたところ
を、個人的な見解として、色々感じるこ
とが出来ました。それぞれ、良いところと、
そうでないところ等々、興味深くそして
とても参考になりましたので、それらの
経験を今後のロータリアンとして、大い
に生かして行きたいものだと考えました。
　今年、１年間大いに支えてくれました
山尾幹事さん、お年は上だったのですが、
昼の行事も勿論のこと、それにも増して、
夜の行事にも大いに活躍して頂きまして、
本当に女房役として、メンバーの皆様と
の橋渡し役として、すべての調整役となっ
てくれました。言葉では言い尽くせませ
んが、本当に心より感謝申し上げます。
　これで、やっと次年度の吉沼会長、大
塚幹事につなげることが出来ました。今
年１年間を振り返りまして、正に「感謝・
感謝」の１年間でした。ありがとうござ
いました。



卓　話

「一年を振り返って」

　　　　　　　　幹事　山　尾　尚　司

　斎藤会長のクラブテーマ「実践しよう・

奉仕活動」に基き、幹事としての心構え

で＜六つの活動目標＞を立てました。

　その中で「カンボジア日本語学校等」

の奉仕活動では古谷国際奉仕委員長が中

心となり、クラブとして初めてカンボジ

アを訪問しましたが、これも以前からの

有志による慈善活動の賜とお礼申し上げ

ます。「台東区立小学校４校ジョイントコ

ンサート」の奉仕活動は大塚社会奉仕委

員長を軸として多数の会員が参加し賞賛

を浴びましたが、この事業により３クラ

ブの交流が深まったことは大きな収穫で

した。委員会組織の簡素化についても試

みたことにより収穫があったと思います。

　会計システムは、前年度の長堀会計委

員が整理をされたお陰で斎藤会長と渡辺

会計担当役員により基本的な改革ができ

ました。各委員会活動としては太田出席

委員長による他クラブへの訪問、潮田会

報委員長は効率の良いシステムを確立、

上野親睦委員長は「思いやり亭」の復活

と併せ多彩な親睦活動を実施、園部会員

増強委員長は次年度への布石、小林プロ

グラム委員長は豊富な人脈により多数の

女性講師による卓話の実施、柿沼ロータ

リー情報委員長は「ロータリーの源流」

の再刊、井田 IT 委員長は機器の整備化、

職業奉仕委員会は海内副委員長による職

業奉仕についての卓話、上原特別委員会

委員長は、「女性会員」「友好クラブ」に

ついてのクラブフォーラムの実施、宮村

SAA委員長は例会での昼食を改善、吉沼

社会奉仕委員長は各委員会が自由闊達に

活動できる素地を作られました。又、ク

ラブ細則の改訂は、海内さんの助言を頂

き改定案を諮ることができました。

　以上、各委員会の方々に支えられなが

ら無事に一年を過すことが出来ましたこ

とに心からお礼申し上げます。

　又、至らぬ幹事を辛抱強く遣ってくれ

た斎藤会長に心から御礼申し上げます。

　長くて短い一年でしたが、改めて会員

の皆様に感謝とお礼を申し上げますと共

に、次年度の吉沼会長・大塚幹事にも倍

旧のご支援を賜りますようお願いし、ご

挨拶とさせて頂きます。


