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２０１８-２０１９年度 スローガン 

「広げよう奉仕の輪、親睦・友情の輪」 

 
第６回 （通算１６７９回） ２０１８年８月２８日 

◆◇◆ 本日の例会  ◆◇◆ 
〈１〉 開会点鐘・会長挨拶 〈６〉 メークアップ報告 

〈２〉 

〈３〉 

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

ビジター紹介 

〈７〉 

〈８〉 

委員会報告 

ニコニコ BOX 報告 

〈４〉 

〈５〉 

幹事報告 

出席状況報告 

〈９〉 

 

閉会点鐘 

 

    

 

 

   

 

    

    

    

    

 
 

 

 
 
 

 

2018-2019 年度 国際ロータリーテーマ 「 Be The Inspiration 」   

WWWeeeeeekkklllyyy   RRReeepppooorrrttt  

 

本日の卓話 「スタートアップ RYLA」 

地区 RYLA 委員会委員  相澤 愛 様（東京練馬西 RC） 

 

次週の卓話 〈9/4〉 「会員増強に関して(仮)」 

東京秋川 RC 幹事  齊藤章浩 様 

 

◆◇◆ 本日の卓話  ◆◇◆ 



◆◇◆ 先週の例会記録 ◆◇◆ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

◆◇◆ 幹 事 報 告 ◆◇◆ 

① 本日 11 時 15 分よりクラブ協議会が松坂順

一ガバナーをお迎えして開催されました。詳

細は、クラブ協議会議事録をご覧ください。 

② 本郷ロータリークラブと文京区主催の会合の

新世代会議のご案内が届いています。ご覧

になりたい方は事務局までご連絡下さい。 

※事前の登録･登録料は不要です。 

③ 次週８月２８日の例会に IM のご案内に東京

城北ロータリークラブの IM 実行委員長の楠

田様と IM 実行委員の原田様がお見えになり

ます。 

 
第 2 回クラブ協議会議事録 

８月２１日午前１１時１５分より松坂ガバナーの公

式訪問を受けて、ハイアットリージェンシー東京 

B１「弥生の間」にてクラブ協議を開催しました。 

出席者；１８名 

５大奉仕委員長及び各委員長・会計副幹事・研

修リーダーより本年度の取組の発表と「貴クラブ

の力を入れている奉仕事業について」「拡大増強

の報告」「貴クラブの将来像とそれを考える組織

について」三つの議題を３グループに分けて発表

頂きました。 

小川ガバナー補佐の感想と松坂ガバナーの質疑

応対並びに総評を頂きました。 

① ロータリークラブの認証状を幹事が管理して、

例会場に展示をする事を検討（理事会にて

検討します。）認証状は、国際ロータリーの

正式な一員としての加盟を認証し、加盟クラ

ブとしてのすべての権利と特典を享受する

資格を有すること。 

② 予算案の幹事事業費について他クラブでは

あまり無いので質問が有りました。当クラブで

は、雑費、急な経費、コピー代等です。 

③ 奉仕活動では、陸前高田・阿佐ヶ谷ジャズ

ストリート等でお褒めの言葉を頂きました。 

④ 国際大会での多くの参加者や社会奉仕活

動の進め方に「素晴らしい」のお言葉を頂き

ました。 

以上の通り報告します。 

                幹事 榛村 浩一 

 

◆◇◆ 委 員 会 報 告 ◆◇◆ 

榎本第 37 回酒粋会幹事より 

8/24（金）サントリーラウンジ「昴」で開催の酒粋

会、ご参加のほど、よろしくお願い致します。 

 

◆◇◆ ニコニコ BOX 報告 ◆◇◆ 

小林会員：松坂ガバナー、小川ガバナー補佐、

平井分区幹事をお迎えして!! ガバナ

ーの卓話を楽しみにしています。 

佐野会員：誕生日の花、有難うございます。また、

ガバナー、ガバナー補佐、分区幹事

にお越しいただき、本当に有難うござ

います。 

齋藤会員：誕生日のお花届きました。ありがとうご

ざいました。 

古川会員：松坂ガバナー及び役員の皆様を歓迎

して。又、野口新入会員を皆様よろし

くお願いします。 

白石会員：松坂ガバナー、小川ガバナー補佐、

平井分区幹事、当クラブへようこそ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の合計 5 件 

累計金額 

26.005 円 

1,324,179 円 

2018 年 8 月 21 日  第 5 回 （通算 1678 回） 

開会点鐘 松林会長   地下 1 階「白鳳の間」 

＊ビジター紹介 4名 豊田正司様/神田伸敬様/

藤原高行様（東京御苑 RC）/福島孝人様（東京練

馬中央 RC） 

＊ゲスト紹介 4名 松坂順一ガバナー（東京葛飾

RC）/小川生光ガバナー補佐/平井 茂分区幹事

(東京城北 RC)/大塚花子様（ピアノ奏者） 

出席 27 名  欠席 7 名  （免除者 1 名） 

出席率 81.81% 補正出席率（7/24） 83.33% 

７月の皆出席 

阿部会員/榎本会員/小野会員/大橋会員/

萱森会員/小林会員/齋藤会員/佐野会員/

白石会員/榛村会員/杉本会員/富永会員/

中山会員/橋本会員/花形会員/古内会員/

前田会員/牧野会員/松林会員/安田会員/

渡辺会員            （以上 21 名） 

※ 誤りがございましたら お申し出下さい。 



◆◆ 松坂ガバナー公式訪問記念講演 ◇◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際ロータリー第 2580 地区 

2018-2019 年度ガバナー 

松坂 順一 様 

 

バリー・ラシン RI 会長のテーマ 

『 インスピレーションになろう 』 

ロータリーの奉仕は、人々の人生、そして地域社会

を変えるものです。前向きな変化を生み出し、私た

ちが今日直面する課題に勇気と希望、そして創造

性を持って正面から立ち向かう意欲を、クラブ、地

域社会、そして組織全体から引き出すための「イン

スピレーション」となる必要があるのです。 

ポール・ハリスは「ロータリーは、世界平和の縮図で

あり、国々が従うべきモデル」と述べています。 

私にとって、ロータリーは単なる「モデル」ではなく、イ

ンスピレーションです。ロータリーは可能性を指し示

し、そこに到達する意欲を引き出し、行動を通じて

世界の「インスピレーションになる」ための道を拓い

てくれるのです。 

優先項目 1 【クラブのサポートと強化】 

1. 現会員を維持する 

2. クラブの会員数を増やす 

3. 新クラブを結成する 

4. 女性会員、40 歳未満の会員、ロータリーに入

会するローターアクトの数を増やす 

優先項目 2 【人道的奉仕の重点化と増加】 

5. ポリオ撲滅活動への現金寄付と地区からの

DDF 寄贈を増やす 

6. DDF を利用した地元や海外での地区補助金な

らびにグローバル補助金を増やす 

7. インターアクトとローターアクトが地元のロータリ

ークラブや地域社会と一緒に、奉仕プロジェクト

（環境関連のプロジェクトを含む）に参加するよ

うに促す 

8. 年次基金への寄付を増やし、2025 年までに

20 億 2500 万ドルの恒久基金を達成する 

優先項目 3 【公共イメージと認知度の向上】 

9. ポリオ撲滅におけるロータリーとロータリアンの役

割の周知を図る 

10. ロータリーへの認識を高め、「世界を変える行

動人」キャンペーンを推進する 

ロータリーショーケースとアイデア応援サイトを利用し

たり、クラブ史を記録することで、ロータリークラブの

プロジェクトに対する認識を高める 

第2580地区ターゲット 『 【研修】と【活性化】 』 

【研修】 

1. 新たに日本の 34 地区中 20 地区で実施してい

る RLI（Rotary Leader-ship Institute）の準備委

員会を立ち上げ、地区内でロータリーについて

の研修を豊かにする目的で開催予定→クラブ

会長・幹事候補、クラブ・地区の指導者育成な

どのプログラムとして活用できる 

2. 新入会員研修→年に数回、ガバナー補佐、地

区研修委員会が主催。クラブの壁を越えて交

流を深めれば IM・地区大会その他に参加し易く

ロータリー活動に馴染むのが早いでしょう 

【活性化】 地区において 

1. ガバナー補佐の人員を 6 名から 13 名体勢へ 

クラブ支援を強化するために、ガバナー補佐の

受け持ちクラブ数を 5～6 クラブに減らして、内

容の濃いクラブ支援を行う 

2. ビジョン策定委員会設置→断続性の必要な地

区運営事項を検討し、日本のロータリー100 年

を 2020 年に迎える第 2580 地区の未来像を

考える 

3. RLI 準備委員会を立ち上げ→ロータリー研修プ

ログラムを豊かにする 

4. RYLA（Rotary Youth Leadership Awards）委

員会立ち上げ→青少年奉仕活動を広める 

5. 学友委員会→ロータリーに関わった青少年に

引き続き関心を持ってもらう活動を進めるため 

各クラブへの呼びかけとして 

「ロータリークラブの未来を考える委員会」設置 

自クラブの状況を把握し、国際ロータリーの現況と

進もうとしている方向性を見極めて、将来自分のク

ラブはどうある姿が望ましいかを検討する組織を各

クラブ内に設置し、クラブの将来像を検討して頂き

たい。 

【2018-19 年度ガバナー方針より抜粋】 



◆◇◆  先 週 の 例 会 よ り  ◆◇◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古川会員御紹介の野口典夫氏の入会式 

松坂ガバナーよりロータリーバッジを 

授与して頂きました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度、特別寄付の松林会長、榛村幹事へ 

米山記念奨学会より感謝状が届き 

萱森副会長より授与されました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松坂ガバナーをお迎えして開催された 

第 2 回クラブ協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月の卓話スケジュール 

4 日 「会員増強に関して（仮）」 

東京秋川 RC 幹事  齊藤章浩様 

11 日 例会休会日 

14 日 

（金） 

「城北・セントラルパーク RC 合同例会」 

演題： 

「内外経済と株式市場の見通し」 

講師： 

野間口 毅（のまぐち つよし）氏 

大和証券投資情報部 株式ストラテジスト 

※ 開催日は 14 日金曜日 12：30 から、

例会場はヒルトン東京 3 階「桂・春日の

間」となっております。お間違えの無い

ようにお願いします。 

18 日 例会休会日 

25 日 「中野区子供食堂について（仮）」 

 子供食堂主催者（担当者未定） 

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  松林 茂  副会長  萱森 由美 

幹 事  榛村 浩一 会報委員長  塚本 将之 

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/ 

―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。 


