
ガバナー補佐 齊藤榮一氏・分区幹事 上條隆志氏
第３回ガバナー補佐公式訪問に伺いました。次回は９月１０日ガバナー公式訪問
もよろしくお願いします。

金子高一郎君 本日、齊藤ガバナ―補佐、上條分区幹事、ようこそいらっしゃいました。
また、卓話も宜敷くお願い致します。

三宅 郁子君 齊藤ガバナー補佐、上條分区幹事、本日はよろしくお願いします。
林 茂男 君 齊藤ガバナー補佐、素晴らしいクラブ協議会でした。ご苦労様。“東分区は１つ”

の復活はあなたの力で！！がんばれ！！
市川 英治君 皆さん、こんにちは！ご無沙汰しております。最速が定刻順守にこだわり抜き

利用者に時間を売る、それが今まで連綿と続く新幹線の矜持なのだろう。先般
東北新幹線で走行中にドアが開くトラブルがあった。念を入れてもミスは起きる
安全は神話ではなく、現実であってこそである。残暑まだまだ厳しいようです。
御自愛下さい。宜敷く。

荒井 節子君 ディズニー映画「ライオンキング」感動の連続でした。皆様も是非、ご観覧あれ。
本日は齊藤ガバナー補佐、よろしく。

森 達郎 君 齊藤ガバナー補佐、暑い中、ご苦労様です。本日は、よろしくお願い致します。
水谷 文彦君 齊藤ガバナー補佐、上條分区幹事、よろしくお願い致します。
宮島 俊雄君 齊藤ガバナー補佐、上條分区幹事、宜しくお願い致します。
岡本 隆一君 齊藤ガバナー補佐、上條分区幹事、よろしくお願い致します。
小幡 雅二君 齊藤ガバナー補佐、上條分区幹事、ようこそ。
土屋 東明君 齊藤ガバナー補佐、上條分区幹事、お世話になります。
許 瑛子 君 齊藤ガバナー補佐、上條分区幹事、よろしくお願い致します。
工藤 久志君 齊藤ガバナー補佐、上條分区幹事、今日は有難うございました。

卓話も宜しくお願いします。
波多野幸雄君 齊藤ガバナー補佐、上條分区幹事、本日はご苦労様でございます。

今年度１年間、よろしくお願いします。
原田 俊彦君 齊藤ガバナー補佐、上條分区幹事、よろしくお願いします。
武内 次男君 齊藤ガバナー補佐、上條分区幹事、よろしくお願いします。
田中 保 君 齊藤ガバナー補佐、上條分区幹事、よろしくお願いします。

合計 ４４，０００円

＜会長報告＞
・8月25日、当クラブでお世話しております米山奨学生アインさんの
壮行会を野木カウンセラーと行いました。

＜幹事報告＞
・次週9月5日は、移動例会及び懇親会です。
集合時間等、お間違えの無いようにお願い致します。

・入院中であります石渡会員は8月31日にご退院される予定です。
・ベイ３０周年実行委員長を引き続き募集中です。

＜伝達・贈呈＞
・宮島会員へ米山功労者感謝状の贈呈

・100%出席表彰：林会員

■ 例会日 毎週木曜日 １２：３０～１３：３０ ■ 役 員 ／ 会 長 金子高一郎
■ 例会場 〒103-8520  東京都中央区日本橋蠣殻町2-1-1 会長エレクト 岡本 隆一

ロイヤルパークホテル TEL 03-3667-1111・FAX03-3667-1615 幹 事 三宅 郁子
■ 事務局 〒130-0013  東京都墨田区錦糸1-1-5 Ａビル６Ｆ 副 幹 事 原田 俊彦

TEL 03-5637-4608 ・ FAX 03-5637-4611      
E-mail  tokyobay@club.email.ne.jp 会報委員長 市川 英治
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粋でいなせなロータリアン 会長 金子高一郎

次回の以降のプログラム

9月21日 IMにて移動例会
9月26日 「私の芸能人生」

俳優 浜田光夫氏
10月3日 クラブ奉仕フォーラム

2019年8月29日

第1313回 例会報告
会員数 出 席 出席率 前々回訂正出席率
２0人 19名 95.00％ 8月15日 休会

第2580地区ガバナー
新本博司

本日のプログラム

ガバナー公式訪問
第４回クラブ協議会

～ROTARY CONNECTS
THE WORLD～

マーク・ダニエル・
マローニーRI会長

■ 点 鐘
■ ロータリーソング 「日も風も星も」
■ ゲスト 齊藤榮一ガバナー補佐、上條隆志分区幹事
■ ビジター 大阪RC 廣瀬太一氏、東京銀座新RC 山口茂氏、東京RC 池田泰弘氏

８月２９日の卓話は、

齊藤榮一ガバナー補佐による

「ガバナー補佐卓話」でした。

ロータリー活動だけでなく、専攻、海外
経験等ご自身にまつわるお話を多岐に亘り
お話頂きました。

2019年9月5日

第1314回 例会報告
会員数 出 席 出席率 前々回訂正出席率
２0人 16名 80.00％ 8月22日 100％

第1314回の移動例会の内容は中面をご覧下さい。



第３回クラブ協議会報告

８月２９日、例会に先立ち第３回クラブ協議会を
齊藤榮一ガバナー補佐、上條隆志分区幹事を
お迎えして行いました。
ベイ五大奉仕委員長からの活動方針と計画

発表に始まり、会員増強も含めた活発な会議の
場となりました。

ようこそ新本博司ガバナー

国際ロータリー第2580地区 ガバナー
新本 博司（にいもと ひろし）

略歴
生年月日 1945（昭和20）年6月7日

事業所 株式会社ドリームサポート沖縄 代表取締役

学 歴 1969年3月 専修大学法学部法律学科卒業

職 歴 1969年 琉球石油株式会社 入社
1974年 参議院議員 稲嶺一郎秘書
1994年 りゅうせき商事株式会社 常務取締役
1998年 株式会社オートプラザ琉石 代表取締役
2006年 株式会社りゅうせき 常勤相談役
2009年 株式会社ドリームサポート沖縄 代表取締役就任現在に至る
2017年 社会福祉法人那覇市社会福祉協議会 会長就任現在に至る

ロータリー歴（職業分類：健康食品）
1996年10月 那覇ロータリークラブ 入会
2002-03年度 那覇ロータリークラブ 幹事
2004-07年度 地区インターアクト委員会 副委員長
2007-08年度 那覇ロータリークラブ 会長
2008-09年度 地区国際奉仕委員会 委員
2009-10年度 地区世界社会奉仕委員会 委員
2011-12年度 地区ｸﾗﾌﾞ奉仕委員会 委員
2012-13年度 沖縄分区ガバナー補佐
2013-14年度 地区拡大増強委員会 委員

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー、米山功労者
2019年3月27日現在

9月5日第1314回例会：移動例会(工場見学)・懇親会①

㈱ニチレイフーズ船橋第二工場での移動例会の模様

つづく→

9月5日移動例会(工場見学)・懇親会②

懇親会


