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 本日の卓話  ６月３日 
 

「 シニア時代 のシニアグラス(老 眼 鏡) 
            との上手な付合い方 」 

 
 

当クラブ会員   宇多 重員 君 
         

 

 次回の卓話  ６月１０日 
           

 「 日本古来の代表的商業倫理思想及び 
                          その実践家 」 

 
 

東分区ガバナー補佐    林 茂男 様 
 
 

 

              第２２７０回  ２０１３年５月２７日  例会報告               
 

■点鐘・ロータリーソング 

 「 それでこそロータリー 」「 四つのテスト 」 

■来客紹介 … ありません 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 

 48名中 40名出席 出席率83.33％ (5/13…100％) 

■会長報告 

●林ガバナー補佐より、ロータリー希望の風奨学金 

追加寄付に対する、お礼と受領書が届きました 

■幹事報告  

●6 月のロータリーレートは、1＄＝100 円です 

●例会部屋変更のお知らせ。6/3(月)・6/10(月)タワ

ーホール船堀 2Ｆ｢瑞雲の間｣での開催となりま

す。また、6/10(月)は今年度 林ガバナー補佐・

次年度 松坂ガバナー補佐の訪問日です 

●国際ロータリー日本事務局 移転のお知らせ。  

本日5/27(月)より 北区赤羽から港区三田へ移転

となります。また、｢奉仕室｣の名称が｢クラブ・

地区支援室｣に変更となります。詳しくは次週の

週報へ掲載致しますのでご一読下さい 

 ■委員会報告  

●IAC 委員会(川野委員長)… 5/14(火)関東一高イン

ターアクトクラブ例会に出席致しました 

●次年度 IAC 委員会(森委員長)… 第 2580 地区 IAC

年次大会開催のお知らせ。8/4(日)浅草ビューホテ

ルにて、ホスト校は潤徳女子高等学校、スポンサ

ークラブは東京江北 RC により行われます。FAX

にてご案内させて頂きますので、皆様のご参加と

登録寄付を宜しくお願い致します 

●クラブ基金委員会(横山(巖)委員長)…本日例会終

了後、3Ｆ｢302 会議室｣にてクラブ基金功労者会

を開催致しますので、功労者の皆様はご出席下さい 

●ロータリー情報委員会(武田委員長)…会員のため

のガイダンスが出来ましたので配布致します 

●ＳＡＡ委員会(関口委員長)…6/3(月)の例会より、

ドレスコードはクールビズスタイルにてご出席

下さい 

 ■本日の卓話   

  「  北 朝 鮮 に つ い て   」 
 

当クラブ会員   宇田川 芳雄 君 

      奉仕を通じて平和を 

    Peace Through Service 
   国際ロータリー会長 田中作次 

ロータリーはすばらしい！ 

It's Great to be a Rotarian! 
東京江戸川ロータリークラブ会長 中山直幹 

国際ロータリー第 2580 地区 
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佐久間君、保土田君、森田君⋯宇田川さんの卓話、楽し

みにしております 

高田君⋯宇田川芳雄さん 本日の卓話｢北朝鮮について｣

は私も大変関心がありますので、楽しみにしており

ます 

青池君⋯先週の卓話イニシェーションスピーチはご清聴

ありがとうございました 

岡本君⋯クラブ基金功労者の皆様、宜しくお願い致します 

横山(巖)君⋯大澤さん おめでとうございます 

武田君⋯ロータリー情報委員会より｢会員のためのロー

タリーガイダンス(改訂版)｣が出来上がりました。三

役・編集委員・Ｒ情報の皆様に感謝申し上げます 

荒井君⋯小林さん 母がお世話になりありがとうござい

ました 

多賀君⋯10 月の訪台の下調べしてきました 

小林君⋯6/1 より医療法人社団森山医会から社会医療法

人社団森山医会に変更になります。公的な医療法人

になりますので、今まで以上に地域医療に貢献して

行きたいと思います 

青池君⋯横山(巖)さん 先週金曜日は大変お世話になり

ました。ありがとうございました 

荒井君⋯関口さん・田中(吉)さん・菅谷さん・岩楯さん 

お世話になりました。久しぶりにゴルフでイーグル

が出ました 

関口君⋯サイパンではお世話になりました。荒井さんイー

グルおめでとう 

田中(吉)君⋯荒井さん おめでとうございます。関口さ

ん・菅谷さん・岩楯さん ありがとうございました。

森田さん お世話になりました 

菅谷君⋯荒井さん・関口さん・田中(吉)さん・岩楯さん、

サイパンではご迷惑をかけました 

岩楯君⋯荒井さん 472 ヤード イーグル おめでとうご

ざいます。5Ｐでの 3 日間ゴルフ、とても楽しく大変

お世話になりました 

市川君、山本(和)君⋯ニコニコご苦労様です 

梅田君⋯ニコニコにご協力下さい 

本日合計   40,000 円 

今期累計   2,214,000 円 

クラブ基金委員会報告 

開催日：5 月 27 日(月)例会後 13:40～  

場   所：タワーホール船堀3Ｆ｢302 会議室｣ 

出席者：クラブ基金功労者 25 名中 

           委任状含む 23 名出席 

 

50 周年に関しての基金活用について可と

し、金額及び使途については実行委員会に

一任 

      （ 横山巖クラブ基金委員長 記 ） 

国際ロータリー日本事務局 
事務所移転のご案内 

  

この度、国際ロータリー日本事務局は 2013

年 5 月 27 日（月）より、東京都港区三田に

移転することとなりましたので、謹んでご

案内申し上げます。また、2013 年 5 月 27

日(月)より、｢奉仕室｣の名称を｢クラブ・地

区支援室｣に変更いたします。1981 年の開

局以来｢奉仕室｣として業務を執り行って参

りましたが、昨今のオンライン化をはじめ

とする業務内容の変革に対応し、今回の名

称変更に至りました。新たな年度を迎える

に先立ち、国際ロータリー日本事務局スタッ

フ一同、これまで以上に皆様のご期待に添

えますよう、より一層精励して参る所存で

す。今後とも皆様のご支援賜りますよう深

くお願い申し上げます。 
 

国際ロータリー日本事務局 
事務局長 小林 宏明 

 
 

新住所  〒108-0073 港区三田 1 丁目 4-28 

                           三田国際ビル 24F 

電話          
■ クラブ・地区支援室   03-5439-5800  
          (  旧奉仕室  ） 

■ 財団室          03-5439-5805 

■ 経理室          03-5439-5803 

■ 資料室          03-5439-5802 

FAX     共通番号         03-5439-0405 

■誕生日お祝い  

   金子(栄)君   関口君 

                 

■奥様誕生日お祝い  

   小久保君   大野君   上野君   岡本君 

   宇多君   森君   青池君 

             

■結婚記念日お祝い  

   市川君   荒井君   川野君 

           

■例会出席 100％お祝い 

   中山君(15 回)   田中(伴)君(6 回) 

   山本(昌)君(6 回)   川野君(2 回) 


