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インスピレーションになろう
2018〜19 年度年度
国際ﾛｰﾀﾘｰ会長

Barry Rassin

東京麹町ロータリークラブ

本日の例会プログラム
第 22 回例会 2019.2.25 （＃2228） 会場：舞の間
例会ホスト・紹介係 駒井君 会費係 時園君
受付係 荘村君 浅野君
司会者 須藤君 ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 薗君

前回の報告
第 21 回例会 2019.2.4 （＃2227） 会場：舞の間
例会ホスト・紹介係 保科君 会費係 木寅君
受付係 内田君 地引君
司会者 須藤君 ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 薗君

卓話 「耐震化について」
㈱綜企画設計 澤本 清史会員

卓話 「今の私は会社社長」
㈱サンクリベルテ代表取締役 山中 ゆか氏
紹介者 齊藤会員

宝塚 OG シリーズⅡ

会長報告
1） 本日は、宝塚OGシリーズ第2段、元宝ジェンヌで、現在では旅行会社の社長として活躍中の山中様にお起し
頂きました。後程よろしくおねがい致します。
2）先週は、各委員長にお集り頂き、半期の半生と今後の展望について意見交換が出来ました。
3）ポリオチャリティー公演３月寄席のチラシができあがりました。まだ御購入されてないかたは、是非ご協力
お願い致します。
幹事報告
1）各委員長の皆様、先週はクラブ協議会にご参加、お疲れさまでした。
2）東京RC熊平様より、毎年全クラブに贈られている「抜萃のつづり」を配布いたしました。ご高覧下さい。
3）今月のガバナー月信を各テーブルに置いてございます。ご覧下さい。

ポリオ撲滅チャリティー寄席
３月中席公演 東京麹町ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ主催
平成３１年３月１６日(土) １２:３５ 開演
12：15 開場予定
16：00 終演予定
３，５００円 於 国立演芸場

例会記録

ニ コ ニ コボ ッ ク ス

次回予告

会員総数 44名 出席会員数 35名
ゲスト
1名 その他
0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 79.55％
────────────────
1 月 21 日 Make-up 後の
出席率 85.25％

佐藤会員：志賀高原スキー、いい雪でした
夫人誕生日：時園会員(１１日)藤谷会員（25 日）
結婚記念日：荘村会員（６日）
誕生日祝い：須藤会員（1 日）新保会員（２日）
時園会員（２日）黒澤会員（７日）
齊藤会員（２７日）

第23回例会 2019.3.4（＃2229）

【今週の MU 状況】
中谷会員（2/18 東京北 RC）
内田会員（2/24 ｲﾝﾀｰｱｸﾄ大会）
臨時理事会出席の皆様
地区大会登録の皆様

会場：舞の間
例会ホスト・紹介係 地引君
受付係
後藤君 藤谷君
会費係 秋山君
司会者 齊藤君
ソングリーダー 木寅君
卓話

「世界を巡る三角関係」
危機管理ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ 半田 亜希子氏
紹介者 齊藤会員
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地区大会 2 月 20,21 日開催
＠ホテル・ニューオータニ

地区大会でのクラブ表彰
「100％ Every Rotarian,Every Year」

若林 英博（わかばやし ひでひろ） 略歴

「100％ ロータリー財団寄付クラブ」

生年月日 1951（昭和 26）年 4 月 26 日生
本籍地 京都府

「End Polio Now:歴史を作るカウントダウン」
キャンペーン感謝
「米山奨学会・創立記念特別寄付」
大会決議により、2021～2022 年度の第 2580 地区ガ
バナーに若林英博会員が決定されました。
ガバナーとして活動されるのは、2 年先のことです
が、クラブとして全面的にバックアップすることが必
須となります。
クラブとしても創立以来初のガバナー輩出のため、
どのように支えていいのか今後の大きな課題です
が、麹町ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとして恥ずかしくないよう、支え
ていきたいと思います。
21 日の地区大会では、ガバナーノミニーデジグネ
ートとして紹介され、挨拶を致しました。
麴町 RC はポリオ撲滅運動の発祥であることと、山
田・峰両先輩が命を懸けてその運動をささげてきたこ
とは大きな誇りであること、クラブとしても奉仕活動が
盛んであることに触れました。こういった諸先輩方の
DNA を受け継ぎ、地区活動に生かしたい。
生まれたての卵になぞり、これからいろいろと勉強
していきたいと抱負を述べられました。
「明るくて楽しいロータリーライフ」を皆様と作って
いきたいと就任のあいさつを述べました。
クラ ブだより No .22
『多数ご参加下さい』
今年の観桜会は、4 月 3 日（水）
白金台・八芳園での開催です。
池を中心とした見事な回遊式庭園を眼下に眺めな
がら、春のひと時を楽しみたいと存じます。
是非、多くの皆様のご参加をお願い致します。
3 月 25 日、4 月 1 日は休会です。

学歴

同志社大学工学部電気工学科 卒業

勤務先

株式会社 若林佛具製作所 代表取締役会長
（創業天保元年--１８３０年---）
株式会社 若林工芸舎
取締役

ロータリー歴（職業分類：佛壇佛具、文化財修復）
1991 年 5 月

東京麴町ロータリークラブ 入会

2001-2002 年度

東京麴町ロータリークラブ 幹事

2005-2006 年度

中央分区幹事

2008-2009 年度

地区職業奉仕委員会 委員

2009-2010 年度

地区職業奉仕委員会 委員

2011-2012 年度

地区環境保全委員会 副委員長

2012-2013 年度

地区職業人育成委員会 委員長

2013-2014 年度

東京麴町ロータリークラブ 会長

2015-2016 年度

地区職業奉仕委員会 委員

2015-2018 年度

クラブ創立５０周年統括副委員長

2019-2020 年度

中央分区ガバナー補佐

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
ベネファクター
マルチプル・米山功労者
東京麹町ロータリークラブ
設 立
例会日
例会場

1968 年 6 月 17 日
月曜日 12：30
ホテル･ニューオータニ

会 長
新保 雅敏
幹 事
飯嶋 一晃
会報委員長 駒井 愼二
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