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本日の例会プログラム
第 10 回例会 2018.10.15（＃2216） 会場：舞の間
例会ホスト・紹介係
浅野君 会費係 秋山君
受付係 崎山君 時園君
司会者 駒井君 ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 細谷君
卓話「イニシエーションスピーチ」
吉田 弘和会員（7/1 入会）伊藤 南山会員（9/1 入会）
紹介者 若林会員

前回の報告
第 9 回例会 2018.10.1（＃2215） 会場：eDO Room
例会ホスト・紹介係 木寅君 会費係 乳井君
受付係 後藤君 藤谷君
司会者 澤本君 ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 細谷君
卓話「最新の癌治療～患者の立場から～」
黒澤 亮平会員

会長報告
1） 祝日が続き、久しぶりの例会です。今日は大きな病を克服された黒澤会員より、最新の治療法や近況をお話し下さる
そうです。
2）22日の姉妹クラブ締結7周年記念例会には多くの皆様にご参加ください。
3）来月15日は、中央分区インターシティーミーティングが御座います。本年は、中央分区を3分割しての開催ですので、
コンパクトな会議になる様です。時間も３時から2時間あまりでその後懇親会が用意されています。 来期は当クラブ
がホストとなりますので、必ずご出席下さい。
幹事報告
1） 次会は吉田・伊藤両会員のイニシエーションスピーチですが、歓迎会の日程が折り合わないので、11月５日に開催
致します。御案内を配布致しました、多数ご参加下さい
2）22日は夜間例会、29日はガバナー公式訪問となります。それぞれ宜しくお願いします。
3）11月15日のIMのご案内を配布致しました。登録料は会費より送金済みです。皆様かならずご参加下さい。
4)10/14日の皇居健康ウオーキング、福島産直品購入希望のご案内を配布致しました。宜しくお願いたします。
産直品は納入元の業者を変更しましたので、ご協力をお願い致します。
5）ガバナー月信10月号を各テーブルに置かせて頂きました。ご高覧下さい。
次回予告
6）例会終了後に、定例会理事会が御座います。該当の方はお残り下さい。
例会記録

ニ コ ニ コボ ッ ク ス

会員総数 45名 出席会員数 33名
ゲスト
1名 その他
1名
ビジター
0名 事務局
2名
海外ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0名 出席率 73.33％
────────────────
8 月 27 日 Make-up 後の

黒澤会員：本日卓話を致します。
新保会員：皆様お久しぶりです。 今月はガバ
ナー訪問がありますので、宜しくお願い
します
金田会員：10/2、48 回目の結婚記念日です
薗会員：㈱ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰと㈱ザ・アールが 10/1
合併してアール＆キャリアとなりました。
今後共宜しくお願いします。
内田会員：帰国報告会修了。新保会長・飯嶋幹
事ご参加有難う
夫人誕生日：薗会員（26 日）筒井会員（26 日）
結婚記念日：金田会員（2 日）垣見会員（6 日）
飯嶋会員（10 日）

出席率 77.27％

【今週の MU 状況】
荒川会員（10/9 地区国際奉仕会議）
須藤会員（10/11 地区研修会）

第 11 回例会 2018.10.22
（＃2217） 会場：アゼリア

姉妹クラブ締結 7 周年記念例会
18：00～ 夜間例会
☆沓澤さんの演奏

＆
森分千恵子さん
のソプラノ
によるミニコンサート
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各委員長による活動計画 ③
会報雑誌委員会

–駒井愼二委員長
① クラブの外部発信を充実させたいと考えておりま
す。 ホームページの構成・記載内容を見直し、当ク
ラブの魅力を発信していきたい。また、SNS による
発信も充実させ実現したい
② また、クラブ内のコミュニケーションを密にしていくた
めに、各会合や行事など、配布物の他にメールにて
発信致します。
③ 会報については委員会で更に確認し内容も深めた
いと考えております。

親睦委員会

-- 澤本清史委員長
会員相互はもちろん、家族も含め親睦を深めるよう工
夫・企画したします。
１０月２２日姉妹クラブ締結記念例会
１２月１０日クリスマス家族会
１月または２月に食味会
４月３日（水）観桜会＠八芳園
当初 3/25 日の予定でしたが変更
５月には北陸方面へ親睦旅行
６月ﾊﾝﾌﾞﾙｸﾞ国際大会へ参加
地酒の会やﾆﾝﾝｸ・ｻﾝｿﾞｸの会も随時開催
多くの皆様のご参加をお願い致します。

米山奨学委員会—薗

陽一委員長
奨学生を受け持っているので、地区による行事が多い
ですが、地区や奨学生とロータリアンとのパイプ役を担っ
ています。
米山奨学会の事業促進には寄付の増進をお願い致し
ます。
2018～2020 の２年間、ネパールからのナレンさんをス
ポンサーいたしますので、宜しくお願い致します。

SAA

--保科充弘委員長
例会が秩序正しく効率的に運営されるよう工夫致しま
す。 また、ゲストやビジターへの接遇にも「おもてなし」の
心をもって歓迎致します。

姉妹クラブ・東日本大震災災害復興支援委員会
—浅野泰弘委員長
１０/２２日には姉妹クラブ締結記念例会を開催。
東日本大震災の支援については、新たなニーズを探
り、今後必要な活動を模索しています。
姉妹クラブとしての交流については、更に親交を深める
ように考えたい。

I・M 準備委員会
ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会—藤谷護人委員長
ロータリーノ友やガバナー月信を読んでいただけるよ
う、工夫したい。 ３か月に一度要約したものを配信したい
と考えています。
ポリオプラスについて研修の一角にして、情報共有した
い。

健康管理委員会

--後藤正廣委員長
これまでのよき習慣を継承したい
・健康に関する卓話の提供
・例会前の体操
・健康ウオーキングを毎月第二日曜日
・郊外散策ウオーキングも計画しているが、皆様の
ご希望ご意見を募集しています。

ロータリー財団委員会

– 地引恒夫委員長
ロータリーの奉仕活動の財源はすべてロータリアンか
らのの寄付によるものです。
当クラブからは会費より、一人＄230 は自動的に寄付し
ていますが、個人の特別寄付については、随時受けて受
けており、カードによるオンライン寄付も可能です。 どう
ぞ宜しくご協力下さい。

–浅野泰弘委員長
２０１９年１１月１１日に当クラブがホストして、インターシ
ティーミーティングを設営いたします。
テーマとして「パラリンピックに向けて」（仮）を予定してい
ます。 IM は、分区内の全１６ｸﾗﾌﾞによる勉強会ですが、
少しでも多くのロータリアンンに参集していただけるよう、
皆様のご協力をお願い致します。
１１月１５日の今期の IM には参考のために必ずご参加
下さい。
ク ラ ブ だ よ り No . 10

10 月 29 日はガバナー公式訪問日。
例会場はガーデンコート 5F のシリウスです。
各委員長は 11:15 からのクラブ協議会にご出席下
さい。（会場：ｶﾞｰﾃﾞﾝｺｰﾄ 5F「アリエス」
東京麹町ロータリークラブ
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