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№2222例会　日時：2019年12月5日（木）12：30～13：30　場所：丘の湯プラザ 天安サロン

委員会報告

出席報告（渋谷 桂次  会員）
先々週の訂正出席率 61.54％

会員数
29名

免除数
3名

出席数
23名

免除者出席
1名

欠席数
6名

出席率
85.19％

司会 『四つのテスト』『稲城市民憲章』
司会　川島　保之　副幹事

松原　一郎　会　長
全会員
全会員

吉田　憲司　会　員
伊藤　孝一　会　員

点　鐘 
国歌斉唱「君が代」
ロータリーソング斉唱「我等の生業」
｢四つのテスト」唱和
｢稲城市民憲章」

会務報告 （松原 一郎  会長）

①11月25日　ハイアッ
トリージェンシーにてクラ
ブ代表者会議あり、出
席致しました。そこで財
務 報 告 が ありまし た

（2018-19年度）。
②ガバナー公式訪問の
御礼が届いております。
③ポリオ寄付の表彰が

頂けました（2018-19年度分）。
④寄付100％のバナーを頂きました（2018-19年度分）。
⑤来年度地区大会　2月24-25日
25日のエントリー費は全員登録をしてあります。できる限
り参加お願い致します。
⑥台湾　林園からダニエル王さんの要請がありました。
蚊取り器械の寄付金を今月中に払い込みます（竹田会
員）。

幹事報告 （吉田 伸幸  幹事）

①「首里城火災に対する
義捐金」のお願い
②「千 葉・台 風19号 被
害義捐金」のお願い
③来 日 交 換 学 生 ／
ROTEX ／「小さな親善
大使」卓話実施のご案内
が届いております。
④日台ロータリー親善会

議   福岡大会  2020年3月6日（金）
広告掲載・出店ブース募集要項が届いております。
⑤東京府中ロータリークラブより例会及び例会場変更のお
知らせが届いております。
⑥東京飛火野ロータリークラブより、例会変更のお知らせが
届いております。
⑦今月のロータリーレート　1＄＝108円

◆第6回東京稲城ロータリークラブ理事会（12/5開催）◆
【報告事項】
①青少年交換留学生の決算報告書が出来上がりました
ので本日、回覧致します。
②2020-21 年度の 2750 地区の主な行事日程決定のお
知らせ

【協議事項】
①ポリオ根絶チャリティーゴルフについて
来年回覧させていただきます。4月9日（木）　青梅ゴル
フ倶楽部にて
②「友愛の広場」出店について
2月24-25日の地区大会へ出店するかどうかですが、我
がクラブでは出店しておりませんので、今回も出店はし
ないということに決まりました。

誕生日・結婚記念日祝い（石井 伸昌  会員）
誕生日 横田 定利 会員　12月2日

城所 達也 会員　12月19日
栗芝 　貴 会員　12月7日
渋谷 桂次 会員　12月4日
牛込 太一 会員　12月5日

結婚記念日 伊藤 孝一 会員　久子 夫人　12月3日
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東京稲城ロータリークラブ
会長　松原 一郎 　 幹事　吉田 伸幸

委員  竹村 　寛
委員  馬場 輝彦
委員  木村 太一

委員  出石 環樹
委員  髙畠 弘二

公共イメージ委員会
委 員 長　鈴木 修司
副委員長　関谷 宗道

例会日：
例会場：
事務局：
ホームページ：

毎週木曜日12時30分／毎月最終木曜日18時30分
丘の湯プラザ2F　天安サロン
東京都稲城市東長沼1733-3 グリーンハイツ202号室
　　　  http://inagi-rc.org/

最高の天気ですが私は少しＮＯ天気になっ
た気がします。半年終るからだと思います。
今日卓話竹田会員よろしく御願いします。
竹田会員　卓話楽しみにしております。
５９回目の結婚祝いただきました。来年度は
大台です。有難うございました。
自分でケーキを買って誕生日祝いをしました。
竹田さん卓話楽しみです。
今月12 日東長沼の倉庫の跡地にイオンタウ
ンがＯｐｅｎします。ご利用ください。末永く
よろしくお願いいたします。
竹田会員の卓話楽しみです。
カゼが完治していません。もう4 週目です。
としですかね～。
昨夜は徹夜でした。犬と久々に散歩をして
つかれました。竹田先生、皆がわかる日本
語で卓話お願いします。
今日は卓話の当番です。
竹田さん卓話お願いいたします。
竹田会員　卓話よろしくお願いします。
竹田先生　卓話よろしくお願いします。
12 月になると何故かわくわくします！なんで
だろう？
師走に入りロータリー行事も忙しくなります
ね。
竹田会員　卓話よろしくお願いします。
本日誕生日です。５０才になりました。気持
ちを新たに頑張ります！
今年も残り１ヶ月。悔いのないようにすごし
ます。
１２月ですがあたたかい日がつづきます。
１８才と８１才。偏差値が気になるのが１８才、
血糖値が気になるのが８１才。
すばらしい天気と健康に感謝。
あっというまの師走ですね。
竹田先生　宜しくお願いします。

本日の合計：34,000円　総計：503,000円
ニコニコBOX（石井 伸昌  会員）

松原 一郎 会長

吉田 伸幸 幹事
竹村 　寛

横田 定利
関谷 宗道
秋山 裕造

城所 達也
川島 保之

田村 安久

竹田 晴一
渋谷 桂次
小林 利光
鈴木 修司
今井 順一

伊藤 孝一

佐伯 智美
牛込 太一

木村 太一

石井 伸昌
吉田 憲司

山本 宏史
出石 環樹
山本 一隆

〇英語スピーチコンテスト実行委員会より
　　　　　　　　　　　　　　　 （牛込 太一 会員）

卓　話

卓話者　（竹田 晴一  会員）
「卒後数十年目に近頃想う事」

閉会点鐘 （松原 一郎  会長）

謝　辞 （松原 一郎  会長）
今日は本当にありがとうございました。

　1981年に徳島大学を卒業（27期）して38年となります。
卒後は東京医科歯科大学耳鼻咽喉科に入局、1989年に
博士号を取得し、現在は東京都多摩地区で3つのクリニッ
ク（新晴会グループ）を開業しております。
　プライベートでは徳島大学時代に学生結婚をし、3人の
子供を儲けました。長女は大学卒業後薬剤師として働い
ていましたが、一念発起して医学部に学士編入学し、一
昨年度に卒業、現在は東京大学医学部附属病院で初期
臨床研修をしております。嬉しいことに昨年度は初期臨床
研修1年目でベストレジデント賞を受賞しました。長男は
東京医科歯科大学耳鼻咽喉科に入局し、大学院に入学、
順調にいけば今春に博士号を取得し、来年度はアメリカ
留学をする予定です。次女は東京大学耳鼻咽喉科に入
局、来年度には専門医試験を受けます。また昨年は長男
に娘が誕生し、遅ればせながら初孫を迎えました。
　本会は主に「アラかん」の集まりですが、私は一度大学
を卒業してから徳島大学に入学したので、早71歳、昨年
は古希のお祝いをして貰いました。人生の第四コーナー

（人生100年時代の到来!?）を回っているところです。引退
はまだまだ！と、今もほとんど休みなく仕事を続けています
が、近い将来子どもたちが私のクリニックを継いでくれるの
を楽しみにしています。
　社会奉仕では徳島大学在学中にロータリークラブの米山
奨学金を2年間受け取っていた縁で、2005年に地元の東
京稲城ロータリークラブに加入し、2014-15年度には会長
をやらせて貰いました。会長在職中には地元稲城市の中
学生を対象に英語スピーチコンテストを立ち上げました。ス
ピーチコンテストは今年で6回目を迎えます。この5年間の
継続実績により市教育委員会が共催に賛同してくれました。
昨年からは対象を拡大し小学校5、6年生も参加できるよう
にしました。全国的にも珍しい取り組みということで、三省
堂書店より副賞として英語辞典を寄付する申し出がありまし
た。会長職は人気が一年限りですが、立ち上げから継続
して英語スピーチコンテストの実行委員長を担当しておりま
す。コンテストの挨拶では得意の（？）英語を披露する機会
にもなっています。これからも仕事の傍ら現在も一人のロー
タリアンとして地元の活動に参加するとともに社会奉仕、社
会還元をしっかりとやって行きたいと思っています。

当日、役割分担を発表しますので宜しくお願い致します。


