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第 1396 回例会　　2015 年 10月 21日

前回の例会報告　2015年 10月 14日

今月のソングリーダー　林　文昱会員

1．東京池袋ロータリークラブより例会のお知らせ
がきております。

　10月22日（木）12：30から13：30卓話は
「ハワイ真珠湾攻撃と日米海戦を顧みて」と題し
て藤井輝雄氏が話されます。

2．平成27年度第2回「グリーンとしま」再生プ
ロジェクト実行委員会が開催されます。

　開催日は11月13日（金）10：00～11：30。
場所は豊島区役所庁舎８Fレクチャールーム。議
題は「としまグリーンウェイブ2016」の実施案
についてとなっております。当クラブでは、社会
奉仕委員会が環境保全担当になっておりますの
で、社会奉仕委員会に出席していただきます。

幹　　事　　報　　告幹幹幹幹 事事事事 報報報報 告告告告

■出席報告

会　員 出席参入
会員数 出席数 欠席数 出席率 10月 7日分

修正出席率

31名 28名 26名 2名 92.86％ 88.89％

青少年奉仕情報第13号の報告
� 青少年奉仕委員長　高橋　努務会員

　2015年9月8日（火）、銀
座フェニックスプラザにて、在
京、地区青少年奉仕全体会議が
開催されました。在京の各クラ
ブから青少年奉仕委員長、地区
役員、委員を含めて80名超の

出席となりました。地区青少年交換、地区職場体験
インターンシップの各委員長から10代、20代の成
長の機会をいかにつくるか、また、いかに交流を図

るかについて具体的なヒントをご提供いただきまし
た。
1．地区青少年奉仕委員会の活動（ご報告）
　・在京／地区青少年奉仕全体会議の開催
2．インターアクトの活動（ご報告）
　・第52回インターアクト年次大会
　・潤徳女子高等学校インターアクトクラブの紹介
３．ローターアクトの活動（ご報告とご案内）
・「全国ロータリー・ポリオプラス研修セミ
ナー」への参加

・東京臨海ロータリークラブの「青少年奉仕クラ
ブフォーラム」へ出席

・APRRC（ジョグジャカルタ）参加報告
４．青少年交換の活動（ご報告）
・派遣生　帰国＆出発、来日生　帰国＆到着
・サマーキャンプ（来日生日本語研修：8月8日
～18日、派遣来日合同キャンプ：8月16日～
18日）

� ※上記一部を抜粋
　今号は、地区青少年全体会議、沖縄におけるイン
ターアクト年次大会報告、インターアクトクラブ、
ローターアクトクラブの活動報告のほか、インドネ
シアでのAPRRC参加報告等盛りだくさんでした。
沖縄におけるインターアクト年次大会分科会の東京
と沖縄という環境のまったく違うところで育った高
校生同士での、環境・観光・平和・防災についての
熱心で率直な討論と意見交換だったと聞いておりま
す。あらためて各委員会の方の話を参考にし、ロー
タリアンであることの誇りを感じました。



有我会員／妻の誕生祝いありがとうございました。
とても喜んでいました。これで今年も一人でス
キーに行けます。ありがとうございました。ニ
コニコです。

中島会員／1週間空けまして申し訳ありませんでし
た。また結婚記念日のお祝いをありがとうござ
いました。もう何年目か忘れました。

佐々木会員／51回目の結婚記念日です。

国際ロータリー
第 2580 地区 北分区合同例会 インターシティミーティング

日　時：2015 年 11 月 10 日㈫
　　　　14：30 ～ 19：30（受付開始 14：00）
会　場：ホテルラングウッド
　　　　〒 116-0014
　　　　東京都荒川区東日暮里 5-50-5
　　　　Tel:03-3803-1234 Fax:03-3803-2843
　　　　http://www.hotellungwood.com

ホストクラブ
　東京荒川ロータリークラブ
　〒 116-0013
　東京都荒川区西日暮里 1 － 18 － 3
 オダビル 2 階
　Tel:03-3806-2833  Fax:03-3803-2834

プログラム

登
録 14：00 登録受付開始

１
部
北
分
区
合
同
例
会

14：30

開会点鐘
国歌斉唱、ロータリーソング
来賓紹介、ガバナー補佐挨拶
第 2580 地区ガバナー挨拶
参加クラブ会長、幹事紹介
会長幹事報告
出席報告
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15：00 IM 実行委員長挨拶

15：05 米山学友報告

16：00 講演　2012 ～ 2013 年度 RI 会長

17：00 講評

17：05 閉会挨拶
次年度ホストクラブ紹介

17：15 次年度ホストクラブ会長挨拶

17：20 合同例会及び IM 閉会点鐘

休
憩 合同例会会場から懇親パーティー会合場へ移動
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18：00

開会の挨拶
祝辞
乾杯
アトラクション

閉
会 19：30 閉会の言葉

RI 第 2580 地区ガバナー　鈴木　喬
　

「充実した IMに期待！」
　国際ロータリー・ラビンドラン会長のテーマ“Be a 
gift to the world”は、解釈の仕方で幅広い対応をする
ことが可能です。社会への貢献、女性と子供達を導き
支援する、或いは弱者や罹災者のサポート活動 etc.,…
世界へのプレゼントになるのは、私達ロータリアンの
心であり、ロータリアンとしての研鑽でもあるのです。
　私の活動方針の根幹の一つが、ガバナー補佐への権
限移行であり、ガバナー補佐と分区各会長との力強い
連帯活動が分区の大きなエネルギーを産み出す源です。
　幸い北分区は、服部支朗ガバナー補佐の円やかなお
人柄と卓越した指導力に導かれ、素晴らしい IM を迎え
られました。
　IM は、ロータリー研鑽の大きなステージです。ガバ
ナー補佐を中心に、16 クラブの会長及び会員の力を結
集して、充実した IM を実行されますことを期待致しま
す。
　2013 年度の規定審議会以来、RI は様々な変化の様相
を示しています。職業奉仕を基本理念とする当地区は、
RI の方向と乖離していると云う声も有るようです。と
りわけロータリー財団の存在意義と活動変化が顕著で、
各クラブが自発的な活動に着手しないと取り残されて
しまいかねません。
　当地区としては、変革する RI の方向に円滑に協調し
推進するためにも、各分区の更なるご理解と活動を目
指したいと思います。
　上旨に基づき、北分区 IM が素晴らしい大会になりま
すことをご祈念申し上げます。

ご挨拶

滝澤会員／結婚祝の記念品、ありがとうございまし
た。

佐藤会員／お誕生日プレゼント有難うございまし
た。親睦係の私がえらんだ品ですが本当は奥様
へのプレゼントの方がほしかったのです。


