
 

  

 皆様こんにちは。本日のお客様は米山奨学生の劉さんです。ご卒業と就職おめでとうござ

います。後程ご挨拶いただきます。 
さて先日のスカイツリーバスハイクには多くの皆様にご参加いただきましてありがとう

ございました。又昼食の高級バイキングではつい欲で大頂戴いたしまして、少し反省をし

ているところです。親睦委員会の皆様ご苦労様でした。 
ところで 450Ｍとあの高さになりますとほかのビルの屋根を真上から見ることになりま

すので、屋上の屋根を利用した宣伝の看板広告ができそうな感じです。現に学校の屋上に

は緊急時の考慮もあったのか学校名の記載がありました。新しいビジネスチャンスです。 
看板と言うとこんな話があります。小さな靴屋がありました。ある時その右隣に「日本

一安い靴や」と看板を掲げた新たに靴屋がオープンしました。しばらくすると今度はその

左隣に「世界一安い靴や」と看板を掲げた靴屋が開業しました。あわてた元の靴屋さん、

どうしたと思います？その靴屋さんは「入口」と看板を出したそうです。何かの参考にな

るかもしれません。相変わらずつまらなくて済みません。ありがとうございました。 
 

お餞別贈呈 ご卒業おめでとうございます。奨学生の経験は

社会人になって、必ず役立つと思います。これからも頑張っ

てください。 

 

会 長 挨 拶 
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挨拶  米山奨学生劉暁紅さん      

 岡谷 RC にお世話になり、米山奨学生として日本で勉強させていただけたことは、

大変幸せだったと思います。長い間、お世話になりました、本当に有難うございま

した。 

 

・3/11(月) エコーRC との合同夜間例会 会場マリオ 点鐘 18:30 

・3/12(火) 振替休会 

 

 

新世代奉仕委員会  つつじが丘学園支援について、皆様にもご協力いただければ

幸いです。受付に、募金箱を置きますのでよろしくお願いします。 

R・情報広報委員会 「ロータリーの友」３月号  

● 11頁～13頁 あの日から…被災地からの報告  

● 14頁～16頁 3 月「識字率向上月間」フィリピンで根付く CLE方式授業 

 

総    会 

中畑隆一会長エレクトより 2013-2014 年度(第 54 期)委員会構成の提案が出され、 

承認されました。ガバナー事務局を支えるクラブとして、活動しやすいよう考えま

した。 

 
 

  

井上保子・梅垣和彦・太田博久・大橋正明・小口成人・尾関秀雄・小野 仁・笠原

新太郎・北澤洋之助・北村正春・小松正二・佐藤有司・白鳥修次・杉田隆夫・高木

昭好・竹村一幸・中畑隆一・林広一郎・林 裕彦・林 靖高・平沢清文・藤森睦美・

宮坂 伸・宮坂宥澄・宮澤由己・矢島 實・山岡正邦・山岸邦太郎・山崎典夫・守

屋麻里・薩摩 建  米山奨学生 劉暁紅さん、ご卒業おめでとうございます。 

4月から、文化シャッターに入社とのこと。頑張ってください！ 

牛山幸一・小口泰史・原 史郎・林 尚孝・佐伯克己・小林純一・濵 毅・中村文

明  親睦委員会です。3 月 3 日「バスハイク東京スカイツリー」無事終了出来ま

した。ご協力ありがとうございました。 

高木昭好  3月 5 日が丸高製作所の創立記念日です。創立 49周年です。 

井上保子・林広一郎  今月は、創業月となります。 

  

 

会員数４７名、出席者４１名、出席率８７.２３％、前々回訂正９５.７４％ 

出 席 報 告 

ニコニコボックス 

委員会報告 

幹 事 報 告 

 



 

 

名誉会員 【会員増強・家族】

　今井　竜五 　

(◎会長) (副会長) 　　藤森　睦美
中畑　隆一 　　　杉田　隆夫

【会計】 　　　
(◎直前会長) ○　北村　正春 ○　小口　泰史 【職業分類
宮坂　　伸 △　小林　純一 　　・会員選考】

　○　小口　成人
(◎会長ｴﾚｸﾄ) 　△　尾関　秀雄

【Ｒ情報】
(◎副会長)

○　林　　靖高 ○　北澤洋之介
△　竹村　一幸 △　牛山　幸一

　　　大橋　正明 　　  小松　正二　
(◎幹事)
佐藤　有司 (副会長) 【プログラム】

【クラブ奉仕】 △　中村　文明
(☆副幹事) ○大橋　正明 　　白鳥　修次 

　平沢　清文 ○　原　　史郎 　 S　 濵　　透　
　　宮坂　宥洪
　　矢島　　實 【出席】

(◎会計) 　　小野　　仁 ○　高木　昭好 ○　山岸邦太郎
北村　正春 　　宮坂　　伸 △　林　広一郎 △　林　　裕彦

　　中畑　隆一 　　小口　哲男 　　小林　純一※

(◎会場監督(SAA)) 　　宮澤　由己
　　牛山　幸一 【社会奉仕】
　　林　　裕彦 ○　梅垣　和彦 ○　濵　　毅

(★ｸﾗﾌﾞ奉仕) 　　山岸邦太郎 △　佐伯　克己 △　山崎　典夫
　　北村　正春 　　 　　中嶋　孝一※

　　佐藤　有司

(★職業奉仕) 　　井上　保子 【親睦】

○　林　　尚孝

△　瀬戸　雅三

(★社会奉仕) 　　武井　利夫

　　濵　　俊弘

    守屋　麻里

(★国際奉仕)     薩摩　建

○　平沢　清文 【Ｒ財団】

(★新世代奉仕) △　宮坂　宥澄 ○　矢島　進

△　小野　仁

【新世代奉仕】 【米山記念】

○　太田　博久 ○　矢島　實

事務局 △　山岡　正邦 △　宮坂　宥洪

脇坂香代子
　宮坂美和子

（地区ガバナー事務所）
地区ガバナー　宮坂　宥洪 　地区副幹事　杉田　隆夫
地区幹事　　　尾関　秀雄 　　　　　　　濵　　俊弘
地区会計長　　武井　利夫 　　　　　　　竹村　一幸

　　　　　　　小野　　仁
　　　　　　　大橋　正明 ガバナー事務所
　　　　　　　矢島　　實 事務局
　　　　　　　小口　泰史 　 脇坂香代子
　　　　　　　林　　裕彦 　 中島　祐子

（地区）
ガバナー　　他　　　　　　宮坂　宥洪 Ｒ財団委員会・Secretary
地区幹事　　他　　　　　　尾関　秀雄 　　　　　　　　　　　小口　泰史
地区会計長　他　　　　　　武井　利夫 Ｒ財団委員会・補助金小委員会委員
地区大会企画委員会委員　　竹村　一幸 　　　　　　　　　　　小野　　仁
ロータリーの友地区委員　　濵　　俊弘 Ｒ財団委員会・資金推進小委員会委員

　　　　　　　　　　　平沢　清文

【理事会】

２０１３～２０１４年度(第５４期)委員会構成表

　△　笠原新太郎

【会員組織強化】

 (ｸﾗﾌﾞ組織強化)

【会則特別委員会】

　宮澤　由己

【職業奉仕・保健】

(会報・雑誌・広報)

　太田　博久

　中嶋　孝一

　林　　靖高

　原　　史郎

【ニコボックス】

【国際奉仕･奨学事業】

 (ｸﾗﾌﾞ管理運営)

　高木　昭好

　梅垣　和彦

　平沢　清文

【会場監督(SAA)】

　小口　泰史
　原　　史郎

　井上　保子

◎ 役員・理事
★ 理事
☆ 理事会オブザーバー
○ 委員長
△ 副委員長
※ 重複者
Ｓ サポートメンバー

 



 

    

      米山功労者              ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰ           

 

 

 

 

  
親睦バスハイク「東京スカイツリー」  3月 3 日 
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