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２０１７～２０１８年度 スローガン 

「 温故知新 - 先人に学びロータリーを楽しもう 」 

 
第４回 （通算１６４０回） ２０１７年８月１日 

◆◇◆ 本日の例会  ◆◇◆ 
〈１〉 開会点鐘・会長挨拶  渡辺会員 26 日 内尾会員 28 日 

〈２〉 

〈３〉 

国家斉唱 「君が代」 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

 

〈８〉 

前田夫人 28 日  渡辺夫人 31 日 

８月結婚記念日「結婚記念日の歌」 

〈４〉 

〈５〉 

ビジター紹介 

幹事報告 

 

〈９〉 

阿部会員 8 日 

出席状況報告 

〈６〉 新入会員入会式 「歓迎の歌」 〈10〉 メークアップ報告 

 

〈７〉 

塚本将之（つかもと まさゆき）会員 

８月誕生日祝い「誕生日の歌」 

〈11〉 

〈12〉 

委員会報告 

ニコニコ BOX 報告 

 後藤会員 8 日  佐野会員 10 日 〈13〉 閉会点鐘 

 齋藤会員 19 日  橋本会員 25 日   

    

    

 
 

 

 
 
 

 

2017～2018 年度 国際ロータリーテーマ 「 ロータリー ： 変化をもたらす 」   

WWWeeeeeekkklllyyy   RRReeepppooorrrttt  

本日の卓話 「アトランタ国際大会報告」 

2016-17 年度国際奉仕委員長  松林 茂会員 

 

〈8/8・8/15〉 例会休会日 

 

次回の卓話〈8/22〉 「徳川将軍の食生活と健康」 お江戸ル・歴史作家 堀口茉純氏 

◆◇◆ 本日の卓話  ◆◇◆ 



◆◇◆ 先週の例会記録 ◆◇◆ 
 

 

 

 

 

 
 
 

◆◇◆ 幹 事 報 告 ◆◇◆ 

① 東京西北 RC が IM の御案内に、9/12 城北

さんとの合同例会に来られます。 

② 塚本将之さんの入会式が来週（8月 1日）

の例会で行われます。 

③ 上半期会費未納の会員がいらっしゃい

ます。早めにお支払いをお願い致します。 

④ 米山奨学会より上半期普通寄付金のお

願いがきております。 

⑤ 吉田ガバナーより「九州北部豪雨災害支

援金のお願い」がきております。 

⑥ 来週、11 時から「第 2回理事・役員会」

がございます。 

 

◆◇◆ ニコニコ BOX 報告 ◆◇◆ 

前田会員：誕生日の花ありがとうございます。  

パーティーの御協力に感謝。 

富永会員：①誕生日のお花ありがとうございます。

②杉山会長、佐山幹事、御来会あ

りがとうございます。③塚本会員、ご

入会をお待ちしております。 

原田会員：古内会員の時津風部屋後援会会長

就任おめでとうございます。大相撲

の益々の隆盛を祈念致します。 

古川会員：結婚記念日の花が届きました。ありが

とうございます。 

白石会員：東京城北 RC 杉山会長、佐山幹事よ

うこそ。1 年間宜しくお願いします。  

ニコニコと。 

萱森会員：お誕生日のお花、ありがとうございまし

た。 

鈴木会員：東京城北 RC の会長、幹事様いらっし

ゃいませ。 

橋本会員：城北 RC 杉山会長、佐山幹事ようこそ。

今年 1 年間よろしくお願い致します。 

酒粋会出席者一同：7/18 今年度第 1 回酒粋会

を行いました。次回は 8/22 に銀座ラ

イオンで行いますので参加下さい。 

 

 

◆◇◆  先 週 の 卓 話  ◆◇◆ 

 

 

 

 

 

 

佐野青少年奉仕（青少年交換）委員長 

青少年奉仕委員長の佐野です。今年は青少年

交換留学生の派遣・受け入れもありませんので、

活動としては皆さんに いろいろな機会を得て委

員会の理解が得られるようにと考えています。 

11 月には小林プログラム委員長の了解を得て、

地区ローターアクト委員長の卓話を予定していま

す。１年間よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

阿部会報委員長 

本年度、会報委員長を仰せ付かりました阿部で

す。１年間よろしくお願いいたします。 

会報委員会としましては、会報とホームページを

通じて会員の皆様へ当クラブの活動状況及び予

定をわかりやすく明確にお知らせすることで、白石

会長の本年度のスローガンに沿うよう、一助を担

えればと考えております。 

私自身、会報委員として会報に携わることも３期

目を向かえました。卓話の原稿のメモ取り・原稿

作成編集もだいぶ慣れてまいりました。したがい

まして、先代より引き継いだ卓話メモノートは、な

るべく私の責任において持ち歩き、他の会報委員

の皆様の負担にならないよう頑張っていきたいと

思う次第です。 

今週の合計 9 件 

今年度累計 

59,000 円 

153,000 円 

2017 年 7 月 25 日  第 3 回 （通算 1639 回） 

開会点鐘 白石会長   27F「エクセレンス」 

＊ビジター紹介 1 名 原田俊彦様（東京ベイ RC） 

＊ゲスト紹介 2 名 杉山剛正様/佐山政昭様（東

京城北 RC 会長・幹事） 

出席 22 名  欠席 11 名  （免除者 2 名） 

出席率 70.96% 補正出席率（7/4） 83.87% 



分かり易く読み易く、そして簡便に、卓話内容を

掲載することで皆様の目にとまるような卓話を本

年度も作っていきたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

富永ロータリー情報委員長 

ロータリー情報委員長は、慣例的に前年度会長

が務めます。会員、特に入会歴の若い会員を中

心に、ロータリーの情報を提供する役目です。 

通年事業としては、２回の情報集会とクラブフォ

ーラムにおいて、議題を提供し、議論によりロータ

リーの活動を理解してもらいます。 

また、ルーキー会のような親睦活動を通じて、親

睦と共にロータリーの活動内容を伝えていきます。

本年度からは、研修委員会も設けられましたので、

研修委員長及び親睦委員長と協力して、会員へ

のロータリー情報の提供に努めます。 

 

 

 

 

 

 

小野親睦活動委員長 

この度親睦委員長に就任しました小野です。 

今期が４年目になりますが、やっとロータリーにな

れたところで、親睦委員長がなにをすべきか、よく

わかっていないかもしれませんが、精一杯やらせ

ていただいます。 

年間最大の行事である、１２月の家族親睦忘年

会は会長、幹事を始め、前任者の榎本会員や花

形会員に協力いただきながら、文字通り家族の 

親睦を図れる企画を作りたいと思います。 

また今年度から例会が月３回になったので、親睦

委員長と酒粋会委員長を兼任している関係もあ

り、毎月酒粋会を開催する事を目標としたいと思

います。 

またこの会を、新しく入られた会員の方との親睦

におおいに役立ていければと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

花形会場監督委員長 

2013 年に入会してから 5 年目になりました。 

入会してから 5 人の SAA の委員長さん皆さん 

年度は確かでないのですが、富永会員、橋本会

員、榎本会員、榛村会員、深谷会員の皆さんの

例会進行を拝見していて、皆さんどの方も素晴ら

しい間の取り方やアドリブをみて本当に素晴らしく

感じました。自分はけっこう杓子定規で堅い方な

ので、硬くなりすぎず会員の皆さまが、楽のしめる

運営を心がけていきたいと思います。 

提出したクラブの目標及び活動計画は以下の通

りです、○目標は会員や来賓の皆様、またビジタ

ーの皆様が居心地の良いと感じる会場の設営に

努め例会を行う。○活動計画 は親睦委員会と

連携し、スムースな例会進行を心がける。○役

割を分担し委員会全体で例会の運営を行う。 

○また委員全員で意見を出し合いより良い例会

を行う。仕事の都合で例会を欠席するときもある

と思います。そんな時は SAA のメンバーだけでな

く、新しいメンバーの方にも司会をお願いしたいと

考えております。例会の司会は週報の進行に沿

って進めればいいので、人前で話す勉強になり、

卓話の練習にもなりますので、ぜひチャレンジして

みてください。1 年間宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

渡辺クラブ研修委員会委員長 

１６－１７（前年度）から吉田建二地区研修リーダ

ーのもと３年間の継続活動となり、今年度吉田雅

俊ガバナーは「研修と実践」を行動指針とし実践

検証をする、ということでございます。 

我がクラブの活動計画としては ①定期的に卓

話のなかで現会員のための研修を実施する。 



第 2580 地区 

懇親ゴルフ中央分区予選会 

 

日時：10 月 6 日（金） 

場所：程ヶ谷カントリー倶楽部 

時間：各自スタート時間の 10 分前 

（後日、組合せ表を配布します） 

会費：10,000 円 

（プレー費は各自清算でお願いします） 

参加人数：クラブ 6～10 名 

※ 東京 RC がホストです。8 月 22 日（火）迄 

クラブ事務局へ申し込みをお願いします。 

※ また、9 月 7 日(木)以降の取消しに関して

は 参加費の払い戻しが出来ないので御

注意下さい。 

 

②新入会員（入会３年未満）のための研修会を

継続的に実施する。これらの活動を通してクラブ

全体のロータリー知識を高め 退会防止と新入

会員のケアを目標とします。 

渡辺東京御苑 RC 指導委員会委員長 

御苑クラブも３代目の会長となり、例会場も京王

プラザに移り昨年の規定審議会をうけて 会の運

営も試行錯誤を繰り返しているところであろうかと

思われます。今年度も我がクラブとの親睦のなか

から しっかりとした会員基盤と奉仕の土台を築

けるようサポートしたいと考えております。 

 

◆◇◆  先 週 の 例 会 よ り  ◆◇◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年度の御挨拶で東京城北 RC 会長 杉山様 

幹事 佐山様がお越しくださいました 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月度ニコニコ大賞の原田会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏休みですよ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―事務局からのお知らせとお願いー 

＊ 例会欠席の場合は、前日までに事務局に

ご連絡下さい。 

＊ 事務局の夏休みは 8 月 7 日（月）～10 日

（木）となっています。 

例会日  毎週火曜日 12：30～13：30   

例会場  ハイアットリージェンシー東京 

会 長  白石 正  副会長  松林 茂 

幹 事  橋本 国彦 会報委員長  阿部 亮介 

事務局  〒166-0004   

東京都杉並区阿佐ヶ谷南 1-34-6 新東京会館 

TEL（03）3312-4959  FAX（03）3312-4958   

E-mail: info@tokyocentralpark-rc.com 

http://www.tokyocentralpark-rc.com/ 


