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本日のプログラム　※13日例会振替
理 事 会� 11：15～ 12：00
例　　会� 12：30～ 13：30
グループ協議会　各委員長

次回（３月20日）のプログラム
※27日例会振替　会場　桜

例　　会� 12：30～ 13：30
卓　　話　「テーブル茶道」
卓 話 者　神林　浩子氏
� （紹介者）佐藤　美枝子会員

第1517、1518回例会 2019年２月６、13日� 合併号
第1519回 2019年３月６日

今月のソングリーダー 廣内　世英会員

会 長 報 告
１．地区青少年交換委員長、国際奉仕委員長宛に第
24回日本青少年交換研究会　金沢会議のご案内
が来ております。（どなたでも参加できます。）参
加される方は事務局までお知らせください。
２．外部からの卓話講師派遣申し入れがメールにて
届いております。
３．ＲＹＬＡセミナーの募集のご案内が来ておりま
す。参加される方は事務局までお知らせください。
４．ロータリー囲碁同好会より第20回ＲＩ囲碁大
会のご案内が来ております。参加される方は事務
局までお知らせください。
５．東京青梅ＲＣよりお花見のご案内が来ておりま
す。参加される方は事務局までお知らせください。

１．今月の「ガバナー月信２月号」をメールでお送
り致しました。

　　ＦＡＸの方で必要な方は事務局までご連絡して
いただければ送信致します。

２．来週２月13日当クラブ33周年夜間例会を開催
致します。現在の所出欠の確認が23名です。出
欠の回答がお済みでない方は７日までにＦＡＸを
お願いします。

　　ビンゴゲームの景品のカンパ、宜しくお願いい
たします。

３．2018-19年度地区大会が２月21日に行われ
ます。ご参加の方よろしくお願い致します。

４．池袋ＲＣより、２月７日卓話のご案内が来てお
ります。

５．池袋西ＲＣより、５クラブ親善ゴル
フ大会のご案内が届いております。参
加される方は事務局までお知らせくだ
さい（担当　稲川会員）

６．東京本郷ＲＣより文京区立中学校において実施
される、職場体験発表会のお知らせが届いており
ます。参加希望の方は申し込みはありませんの
で、当日会場へお願いいたします。

　　詳細は、ホワイボードに掲示してあります。
７．所得税控除のための寄付金控除用書類と会費納
入の領収証をメールボックスに入れましたので、
確認の上、受領してください。

幹 事 報 告3月のお祝い

【会員の誕生日】
村山　圭治会員� １日
渡邊　裕之会員� ６日
斉藤　直　会員� 30日
【結婚記念日】
村山　圭治・紀子ご夫妻
櫛田　隆治・由紀子ご夫妻

前々回第1517回例会報告　2019年２月６日



■ゲスト
青少年交換派遣学生� 砂川　　丞様

　「未来を考える委員会」自分のクラブは将来
どうある姿が望ましいかを検討する組織。
　クラブの未来像について、・例会数・卓話、
移動例会、家族会、奉仕、地区分区のあり方・
奉仕の方向性・財政問題等、グループ例会及び
クラブフォーラムで話し合い、理事会協議会を
経て当クラブの中長期計画を策定します。２月
27日第２回委員会全体会議開催予定。

未来を考える委員会
櫛田隆治会長・有我信行副会長

砂川君
「タイ語について」

本日の
　分間スピーチ

　語 尾 が 違 う。 男 性
「カッ」・「クラッ」女性
「カー」を語尾に付ける。
ラテン系に多い。過去形
や活用が無いのも特徴で
ある。

 Smiling BOX 

〈今　回〉 〈累　計〉 〈予算達成率〉

39,400円 606,830円 50.56％

ニ コ ニ コ  B O X
櫛田会員／友人のお嬢さんのお見合いの仲立ちを仰
せつかり、金沢に行って来ます。小京都といわ
れる金沢を満喫して参ります。

前川会員／ニコニコの予算達成が低い様なので。
廣内会員／昨日は旧暦お正月、あけましておめでと
うございます。皆様元気で健康で良いお年を！

渡邊会員／ホームミーティング（Ｂグループ）が無
事終わりました。いろいろな意見が飛び交い大
変有意義な会でした。メンバーの皆さん、お疲
れ様でした。

村中会員／お誕生日祝いを早々と頂き有難うござい
ます。誕生祝は２月11日練馬信行寺（浄土真宗）
で総代世話人仲間で毎年祝ってくれます。有り
難い事です。合掌

月井会員／バギオから帰りました。怪しいマジック
を喜んでもらいました。寺岡さんも元気でした。

有我会員／すみません！景品忘れました。にこにこ
します。

■出席報告

会　員 出席算入
会員数 出席数 欠席数 出席率 １月９日分

修正出席率

31名 28名 18名 13名 64.28％ 89.65％

第８回定例理事会議事録
� 2019年 2月 6日（水）

前回第1518回例会報告　2019年２月１3日

会 長 報 告
１．東京神田ＲＣより、恒例の「九十会（くじゅう
かい）多田宏ＰＤＧを囲む会」第９回目が2019
年５月13日 ( 月 ) に開催されます。詳細は３月
下旬の予定です。

２．本日は、東京豊島東ＲＣ33周年夜間家族例会
です。沢山お集まりいただき、ありがとうござい
ます。

１．本日33周年夜間家族例会です。宜しくお願い
します。

２．来週地区大会です。少し変更がありましたので
出席される方にはメールを送付致しました。

幹 事 報 告

１．会計報告（会費納入状況含む）　承認
2. ２月・３月・４月のスケジュール　承認
３．グループ例会開催。会員増強他
� （３月６日報告）
4.　その他

１．外部からの卓話講師派遣申入れ有我会員が
確認

２．ＲＹＬＡセミナー掲示して募集
３．地区委員の要望：諮問（前川会員）、拡大

増強（稲川会員）、バギオ（櫛田会員）辞
退で承認

４．錦華学院への寄贈予算について、ワンコイ
ンの声掛けで承認

５．その他　寄付金について、Ｒ財団・米山・
希望の風　任意の為今後の方針について検
討予定



■ゲスト
元フィリピン特命全権大使� 國安　正昭様
ペルポラ・ビパッシ財団日本代表
� 安部八千代様
浅原会員令夫人� 浅原　洋子様
稲川会員令夫人� 稲川　早苗様
櫛田会員令夫人� 櫛田由紀子様
村中会員令夫人� 村中　静枝様
澤田会員令夫人� 澤田美登里様
竹内会員令夫人� 竹内　泰子様
時友会員令夫人� 時友　珠衣様
山元会員令夫人� 山元　美代様
佐藤（美）会員ご友人� 池田　祐二様
青少年交換派遣学生� 砂川　　丞様

第40回バギオ訪問

　毎年奨学金をお渡しに行って40回。正式名
称　一般財団法人比国育英会バギオ基金。
　40年間に3700名の学生が奨学金で卒業し
ております。
　今回２月８日～11日（３泊４日）、参加者
58名で行って参りました。前川パストガバナー
はこのバギオ基金こそロータリーの奉仕活動を
絵にかいたような事業とおっしゃっておりま
す。そして我がクラブは寄付金もトップ、前川
名誉会長をはじめ常任理事の竹内会員、そして
評議委員の私とクラブをあげて取り組んでおり
ます。ただ、参加者を見てみますと、20名以
上の参加があるクラブもあります。結束力の有
るクラブと感じます。当クラブももう少し力を
入れて下さればと思います。

バギオ訪問報告
月井　雅夫会員

■ご挨拶
元フィリピン特命全権大使� 國安　正昭様

國安　正昭様・安部八千代様・佐藤（久）会員

■出席報告

会　員 出席算入
会員数 出席数 欠席数 出席率 １月23日分

修正出席率

31名 28名 19名 13名 67.85％ 78.57％

ニ コ ニ コ  B O X
櫛田会員／友創立33周年家族例会へようこそ。お
世話頂いたすべての会員の皆様に感謝致しま
す。錦華学院学園への社会奉仕活動にニコニコ
します。

廣内会員／創立33周年おめでとうございます。皆
様元気でいきましょう！明日はバレンタイン
デー関係ないですけど、楽しみに！

月井会員／バギオから帰りました。怪しいマジック
を喜んでもらいました。寺岡さんも元気でした。

有我会員／すみません！景品忘れました。にこにこ
します。

 Smiling BOX 

〈今　回〉 〈累　計〉 〈予算達成率〉

20,900円 627,330円 52.27％

　スリランカ、ポルトガル特命全権大使歴任。
　会員佐藤久雄氏のお誘いでご参加。著書「山口県
のド田舎から世界へ」を全会員へ寄贈。
　勤務中、自衛隊員へ配布したフリーペイパーをま
とめた時局講和をまとめたもので、その中からいく
つかの事例をお話しいただきました。
　楽しく面白くおかしくお話しをまとめられました。

　　新会員交流会の開催部屋が「おり鶴　麗の間」
に変更でございます。
　　また、新会員交流会に、松宮剛ＲＩ会長代理の
卓話の時間が設けられました。
　　確認をお願い致します。



ビンゴ大会！何が当たったかな？

本日は当クラブ33周年夜間例会です。33周年夜間家族会

怪しいマッジクショー ！？未来を考える委員会！明るくなります様に★

♪手に手をつないで♪

バナナのたたき売り
！！

第1518例会　2019年2月13日 （創立33周年夜間家族例会）
受　　付� 17時00分� 司会　時友会員
例会点鐘� 17時30分� 櫛田会長
� ロータリーソング� 澤田会員
� 会長報告
� 幹事報告
� 委員会報告� バギオ報告　月井会員
� ニコニコ
懇 親 会� 例会終了後
� � 司会進行　佐藤（美）副親睦委長
開会の挨拶� 櫛田会長

乾　　杯� 前川会員
ごゆっくりお寛ぎください、
� お酒もたっぷり用意しております。

歓　　談
� 18時30分　手品
� 18時50分　バナナのたたき売り
� 19時20分　ビンゴゲーム
閉会の挨拶� 19時55分　有我副会長
手に手つないで
閉　　会� 20時00分


