
- 1 -

２００９年 ２月のロータリーレートは １ドル＝９０円1 ,

本当にたのしく 有意義であった東京
世田谷中央ＲＣとの合同例会と東京の旅

の東京は暖かく、晴れて私達を迎えてくれまし11/21
た。今まで何回か交流はありましたが、合同で例会を
したのは初めてかも知れません。場所はホテルニュー
オータニのガーデンコート アリエスと言うところで
した。東京世田谷中央クラブは誕生日祝いの他、入会
月祝いもあり、それぞれ記念品がでました。ロータリ
ーソングも握手の場面があり、とてもクラブ奉仕や会
員の親睦を大切にしている事がわかりました。委員会

。報告も活発で殆どすべての委員会の報告がありました
二次会は六本木ヒ
ルス 階へ 翌日52
の観光も「誰も知
らなかった東京の
旅」大変珍しい所
へ案内していただ

有きました。
意義で楽しい旅で
した。

石丸幹夫※ 石丸恭子夫人※出席者
井口千夏※ 岩倉舟伊智 上杉輝子

※ 木村幸生※ 杵屋喜三以満※
金 沂秀※ 金 滋光（子息）※ 藤
間 勘菊※ 炭谷亮一※ 竹田敬一郎

多田利明※ 永原源八郎※西村邦雄
※ 前田宏智 水野陽子※ 村田祐一
※ 村田順子夫人※ 以上１９名
※印は 翌日のオプション参加者（＋
村田会員の娘さん参加）

詳細 ページから2

歓迎 高崎ロータリークラブの皆様

年1．市川 豊行（いちかわ とよゆき）会長 21
年2．深堀 達義（ふかぽりたつよし）副会長 19

．市川 哲名（いちかわ てつな）副会長 年3 24
年4．田中 久夫（たなか ひさお） 幹事 12
年5．森田 岳志（もりた たけし） 副幹事 6
年6．廣瀬 雅美（ひろせ まさみ） 副幹事 4
年7．関口 俊介（せきぐちしゆんすけ）会計 10

川手 義昭（かわてよしあき） 直前会長 年8 25
．須藤 二三男（すとうふみお）親睦委貞長 年9 6
．富田 俊二（とみた しゆんじ）ロータリー財団10
委鼻長・バスト会長 年40

・吉井 良弘（よしい りょうこう）金沢訪問委員11
長・次年度酸事 年11

・児玉 三郎（こだま さぶろう）金沢訪問委員会12
・バスト会長 年22

・有田 邦夫（ありた くにお）金沢訪問委員会13
年24

・糸井 丈之（いとい たけゆき） プログラム委14
。員会 年 以上 来訪の皆様です16
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毎週（木）例会例会予定 2009-2010 年度
休会（ 日に振替）11/19 21

（土 《東京世田谷中央ＲＣ合同例会》ホテルニューオータニ11/21 ）
《歓迎 高崎 》ホテル日航 Ｆ「孔雀の間」11/26 RC 3

19:00 20:30卓話：高崎ＲＣとの交流 ～
会員卓話12/3
年次総会12/10

12/17（木） ～ホテル日航金沢 「年忘れ家族例会」19:00
12/24（木）休会 （木）休会12/31

（火） ： 金沢 新年合同例会ホテル日航金沢1/7（木）→ 1/12 18 00 8RC
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18:40点鐘
ようこそ金沢百万石クラブの関 博子会長

皆様 百万石クラブの鐘は人間国宝の魚住為楽様
の制作になるもので、完成には何人かの人間国宝
や貴重な伝統芸術作家が関与されているとのこと
さすがですね。 では点鐘いたします。

ロータリーソング
久野 登久子ソングリーダー

You are奉仕の理想
歓迎の歌（歓迎の握手） 握手数の多い人を表彰my sunshine

金沢からお互いの親交の挨拶：金沢百万石 西村 邦夫 副会長
ために 名がまいりました。私どものラオス プロジェクトには大変多額のご協力を19 IT
いただきありがとうございました。そこは毎年

見守っていますが、 今回は新しくコンピュ
ーターの他にプロジェクターも寄贈しました。
今後ともまた皆様にもお願いすることもあると
思います。
本日はこの席にて会長がご挨拶すべきなのです
が、なにしろ今は新型ニンフルエンザで小児科
は大変でありまして、当番医の日は 人のう120
ち 人がインフルエンザであったそうです。遅50

れてまいりますが、申し訳ないということで 篠
笛の演奏をあとからするそうです。

（どうして金沢百万石 と交挨拶： 関 博子会長 RC
流することになったのか。ーーーー）

にはガバナー訪問の日で世田谷クラブとの合同例会を11/25
する。 （火）は四世今藤長十郎の長唄三味線公演を自12/25
由学園明日館講堂です。東京世田谷中央クラブが協力して

25います 拡大の予定ですが 新クラブを立ち上げます。 、 。
名をの候補者がきまりました。第１と第３水曜日に集まっ
ています。創立は二月か三月に チャーターナイトは五月
か六月の予定です ）。

こちらの田下先生と百万石の乾杯： 近藤禎夫元会長
飯野先生が親交があり、スタートしました。明日は徳川慶喜
の上野の寛永寺や鳩山会館などをご案内いたします。

有り難うございます。次は知られざ木村幸生金沢百万石 親睦委員長：RC
る金沢ですね。今回は分刻みの日程ですが、明日は朝８時 分出発です。30
時間厳守でお願いいたします。当ホテルロビー前に５分前までに集まって
下さい。チェックアウトと荷物はバスに乗せて下さい。
今井邦靖会員組織委員長： ２０ＲＣで 名参加です。 ーーーチャ570

リティオプションは滅多にない年度ものワインがあります。？

明日８時 分までに本館玄関お集まり下さい。今晩の橘 倍男（ますお）親睦家庭交流委員長： 25
２次会は六本木ヒルス５１階です。夜の絶景をごらん下さい。一週後、 は家族例会です。い12/1
ろいろ趣向を凝らします。
次年度の奉仕活動「時代に伝える日本の音」の話。

年 ドル／人のご協力を。ベネファクター、 ポリオプラス坂本且子（あさこ）Ｒ財団委員長： 100
。 、も ドル／クラブもお願いします ビルゲイツ財団は１億ドルを寄付しましたが1000

同額をＲＩで出しました。

クラブの会報を持ってきました。ご覧下さい。次の多田利明金沢百万石 幹事：RC
例会の （木）は高崎 との歓迎例会です。11/26 RC

東京世田谷中央 回・616
金沢百万石 回 合同例会538

ホテルニューオータニ 東京

ガーデンコート アリエス

（土）2009 11.21
19/36 52.78%出席率

総合司会
大胡田清幹事
東京世田谷中央

大崎裕史米山委員長

世田谷中央クラブからお土産をいただく
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記念品プレゼント誕生祝い
千葉 茂さん11/12

11/21頼 計輔さん
根本 直幸さん

近藤 禎夫さん11/28
原川 久入会記念日 11/1

司さん

米山奨学金
の贈呈

台湾から
こられ
東京大学
へ留学中で

清岡 秀美さん 懇親会 すピアノ演奏

BOXニコニコ
皆様 本日は大変お世話になります。貴クラブとの更なる友好・親金沢百万石ロータリークラブ様

こ睦を深めたいと思っています。どうぞ宜しくお願い致します。 木村幸生様（金沢百万石ＲＣ）

の度は何から何まで本当にお世話になります。ありがとうございました。

金沢百万石ＲＣのみなさま ようこそ、いらっしゃいました。本日は楽しい例会にい関 博子会長

たしましょう。よろしくお願いいたします。 金沢百万石ＲＣの皆さま ようこそおいで下さ千葉 茂

いました。また、誕生日のお祝いと二重の喜びです。ありがとうございました。 ①金沢葉百晝間 昭

万石の皆さん、遠路よくいらっしゃいました。今宵は楽しんで行って下さい。 ② 誕生祝有難うござい

ます。 “後期高齢者”の仲間入り、万歳 又本日は金沢より多くの皆様をお迎えし、近藤禎夫 ！

うれしく存じます。 幹事の橘さんにも感謝！ 金沢百万石ＲＣのみなさま、本日はよ大胡田清

太うこそ！ 本日の例会、明日の東京探訪、お楽しみください。 拙い進行で申し訳ございません。

金沢百万石との合同例会、久しぶりですね！！ 合同 例会 祈念して。田恒久 下川徳雄

金沢百万石ＲＣの皆様との合同例会 ようこそお出で頂きました。 今後共よろしくお願い申し上げます。橘 倍男

： 皆様こんばんは 今日の合同例会で皆様に久しぶりのお7:38 RC村田祐一金沢百万石 会長夫妻到着 挨拶
会いできること、大変楽しみに指折り数えてきました。また、明日は「知られざる東京」を企画して頂き、何人か
の会員の皆様もお休みにもかかわらずご一緒していただけるとのこと、お世話いただいた皆様大変ありがとうござ
います。１０周年のラオス センター設立記念事業でもご協力いただきありがとうございました。この８月に視IT
察してきましたが現地では大変喜ばれています。ラオス教育省のモデル事業となっています。生徒さんの真剣に取
り組む眼差しを見て、やってよかったな～と思いました。
さて、ロータリアンが一番大切にしたいものは何だろう？と考えると、私は職業奉仕だと考えます。自分の職業に
誇りを持ち、誠実に履行する。

現在、新型インフルエンザが猛威をふるっています。この状況を目の前にして小児科
医として一番にしなくてはいけないことは何か？インフルエンザ関係の患者さんに背
を向けて例会の時間に合わせて到着することは職業倫理に反すると考えました。午後

、 、 。の診療を従来通り午後４時に終え ５時１５分の飛行機に飛び乗り 馳せ参じました
ロータリアンの友情にめんじてこの遅刻にご理解をお願いします。
これからも私たちのクラブと世田谷中央 、そして様々な とが交流を諮り、平和RC RC
で 自由に行き来できる世界を目指す！そんな願いを込めて 後ほど カザルスの 鳥、 、 、 「
の歌」を拙い演奏ですが、させていただきます。

村田祐一会長の篠笛演奏8:10

ラオスの センターのご援助の御礼と炭谷亮一ラオス委員長： IT
過報告を写真を示しながら行い、あつい目で今後の後支援をお願
いした。

点鐘

米山奨学生 陳姿因さん

東京大学修士課程

今井邦康会員

大崎裕史会員
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例会後は六本木ヒルズクラブ 展望台で夜の東京を見学

海抜 ｍの250
展望台からみた東
京タワーは案外低
くみえました。
輝く東京の夜景は
日本のパワーであ

。 、ろう 夜遅くまで
そこで改めて 両
クラブの親交を深
めました。

翌日 （日）は「誰も知らなかった東京の旅」11/22
朝 ニューオータニを出発し、先ず8:30

下川会員の手配の上野「寛永寺」へ、そこは
徳川将軍家の菩提寺で、６人の将軍が眠って
います。特別拝見は大多喜義慶住職のはから
いで 篤姫・綱吉・吉宗の墓と徳川慶喜の謹
慎の間（あおいの間）みせていただいた。

両国の ここも世田谷中央ＲＣの江戸東京博物館
推薦手配で、江戸町民文化の当時の様子を専門ガ
イドによって案内していただきました。
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音羽の 鳩山家の御殿 建築も庭鳩山会館
も素晴らしかった。

昼食は 虎ノ門の ヴ「
年ォワ・ラクテ」100

の歴史を誇る美しい
庭園のある豪華フレ
ンチ料理で

。橘会員の手配でした

世田谷中央 太田恒久エレクトと関博子会長RC

世田谷中央 橘倍男親睦委員長の乾杯RC
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ラストは六本木の国立新美術館でウ
イーンとブタペストにあるハプスブル
グ家の華麗な至宝、絵画をみました。
非常に人気があり、会場は超満員でし
た。 橘会員の推薦でした。

やや駆け足でしたが、滅多に見
られない素晴らしい東京見物でした。
世田谷中央クラブの会員の皆様やご家
族の皆様にはこころからお礼申しあげ
ます。
ロータリアンならばこその旅行でし
た。

金沢８ＲＣ例会変更
（金）→ 日（火） ： ～ クラウンプラザホテル金沢「５ 合同例会」 （金）休 会西 RC 11/20 17 18 30 ANA RC 11/27

（火） ： ～ クラウンプラザホテル金沢「５ 合同例会」みなとＲＣ 11/17 18 30 ANA RC
（木）→ （土 《東京世田谷中央ＲＣ合同例会》ホテルニューオータニ百万石ＲＣ 11/19 11/21 ）

月より12
金 沢 12/16（水） ： ～ ホテル日航金沢「クリスマスパーティ」 12/30水） 休 会RC 18 00

1/6（水） 休 会 1/13（水） （火）金沢 新年合同例会※? 1/12 8RC
金沢東 12/14（月） ： ～ 金沢スカイホテル「年忘れ家族例会」 12/28（月）休 会RC 18 30

1/4（月） （火）金沢 新年合同例会※? 1/12 8RC
金沢西 12/18（金） ： ～ 金沢都ホテル「家族親睦パーティー」 12/25（金）休会RC 18 00

1/8（金） ： ～金沢都ホテル「新年例会」 1/15（金）→ （火）金沢 新年合同例会12 30 1/12 8RC
金沢南 12/22（火） ： ～ ホテル日航金沢「年忘れ家族会」 1/5（火）休会RC 18 30

1/12（火）→ （火）金沢 新年合同例会※1/12 8RC
RC 18 30 1/12 8RC金沢北 12/17 木 ： ～ 松魚亭 年忘れ会 12/24 木 休会 1/14 木 → 火 金沢（ ） 「 」 （ ） （ ） （ ）

新年合同例会※
香林坊 12/21（月） ： ～ 金沢エクセルホテル東急「年忘れ家族会」12/28（月）休会RC 18 30

?1/4（月） 1/12火）金沢 新年合同例会? 8RC
みなと 12/22（火） ： ～ クラウンプラザホテル金沢 「年忘れ家族親睦例会」RC 18 00 ANA

1/5（火）休会 1/12（火）→ （火）金沢 新年合同例会※1/12 8RC
百万石 12/17（木） ～ホテル日航金沢 「年忘れ家族例会」 12/24（木）休会 （木）休会RC 19:00 12/31

1/7（木）→ ／ （火）金沢 新年合同例会※1 12 8RC
※ 金沢 ＲＣ新年合同例会 月 日（火） ： ～ ホテル日航金沢8 1 12 18 00


