
                                                                  

   

   

   

   

   

第第第２２２５５５８８８０００地地地区区区   

      
                        

      
 

 

２０１８-２０１９年度 スローガン 

「広げよう奉仕の輪、親睦・友情の輪」 

 

第１６回 （通算１６８９回） ２０１８年１２月１１日 

◆◇◆ 本日の例会  ◆◇◆ 

〈１〉 開会点鐘・会長挨拶 〈７〉 11月のニコニコ大賞  白石会員 

〈２〉 

〈３〉 

ロータリーソング 「日も風も星も」 

ビジター紹介 

〈８〉 

〈９〉 

メークアップ報告 

委員会報告 

〈４〉 

〈５〉 

幹事報告 

出席状況報告 

〈10〉 

〈11〉 

ニコニコ BOX報告 

閉会点鐘 

〈６〉 11月の皆出席表彰 4名   

 

 

渡辺会員 16年  古内会員 12年 

松林会員 9年  齋藤会員 1年 

 

 

 

 

    

    

    

    

 
 

 

 

 

 

 

 

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

   

 

WWWeeeeeekkklllyyy   RRReeepppooorrrttt  

本日の卓話  「ルート 66の旅」 

安田順一会員 

 

次週の例会 〈12/18〉 「2018-19年度 家族親睦忘年会」 

 

次回の例会 〈12/25〉 年末例会休会日 

◆◇◆ 本日の卓話  ◆◇◆ 



◆◇◆ 先週の例会記録 ◆◇◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◇◆ 松林会長より ◆◇◆ 

① 東京オリンピック・パラリンピックの「都市ボラ

ンティア」の協力依頼が来ております。案内

文を皆さんに転送しますので、参加希望の

かたはご連絡をお願いします。 

② 花形さんからもご報告がありましたが、昨日

の「地区拡大増強セミナー」参加でお尻に火

がつきました。短期集中で新入会員を募集、

獲得する必要があります。そのためには、参

加して楽しいと思っていただけるクラブにする

ために頑張っていきたいと思います。皆さん、

ご協力のほどよろしくお願い致します。 

 

◆◇◆ 幹 事 報 告 ◆◇◆ 

① 12 月は「疾病予防と治療月間」です。又、

国際ロータリー日本事務局から特別月間に

関するリソース案内が届きました。ご興味の

ある方は事務局までご連絡下さい。 

② 本日 11 時より定例理事会を開催いたしまし

た。詳しい内容は、週報の議事録にて、報告

いたします。 

③ 本年度最後の例会は、12 月 18 日の家族

親睦忘年会です、お間違えの無いようにご

確認ください。 

④ 地区大会の出欠のご返事は 12 月 12 日ま

でにお願い致します。 

⑤ 2018 年 12 月の RI レートは、1 ドル＝１１２

円と本部より連絡が有りましたのでお知らせ

致します。 

 

第 6回理事・役員会議事録 

１2月 4日午前１１時より B１「弥生の間」にて第 6

回理事・役員会を開催しました。 

出席者/松林、萱森、中山、小野、小林、花形、

富永、牧野、渡辺、白石、榛村  （以上１１名） 

1. 11月度会計報告に関して 

小野会計から報告があり承認されました。 

2. 12月度日程と卓話スケジュールに関して 

予定表通り変更有りません。 

3. 12月 18日「家族親睦忘年会」について 

前年度同様で、会費・プレゼント準備予定し

ています。アトラクションは、歌手・ピアノ演奏

者 2 名で、食事を同席し 40 分間の演奏を

楽しみます。 

4. 2 月 5・6 日開催予定「第２回情報集会」に

ついて 

予定通りサンクさんにて行います。テーマは、

白石パスト会長よりご連絡が有ります。 

5. 2月 20・21日開催地区大会について 

例年と同じで、会員全員登録で承認された。

ポストクラブの練馬西さんからのお手伝いの

要望を待って人数を振り分ける。 

6. その他 

① 3月 12日の JCNN合同例会は、当クラ

ブ担当の為アトラクション・準備を早めに

決める。 

② 4月9日の城北RCさんとの合同例会も

同様、準備を早めに決める。 

③ 事務局のパソコン買い換える承認を頂

きました。まずは、見積もりをもらう。 

以上の通りご報告いたします。 

 幹事 榛村浩一 

 

２018-2019年度 会員年次総会報告 

12 月 4 日 PM13:00 より細則第４条第１節により

松林会長が議長に就任、2018－19 年度次総

会を開催いたしました。 

34名中：出席２４名 委任状 7名 合計３１名 

内規第7条第５項における会員総数の３分の１を

超えているため成立しました。 

議決は内規第７条５項 4 により出席者の３分の２

で決議されます。 

【議題１】2020-2021年度 会長ノミニーの件 

（内規第１１条４項） 

11月 6日開催の「会長ノミニー推薦指名委員会

及びクラブ諮問委員会」、理事会において佐野

礼治会員を選出。満場一致で可決。 

【議題２】2019-2020年度理事・役員ノミニーの件 

（内規第１２条２項） 

2018年12月4日  第15回 （通算1688回） 

開会点鐘 松林会長   B1 「白鳳の間」 

＊ビジター紹介 1 名 豊岡良至様（東京新宿

RC） 

＊ゲスト紹介 1名 ブルカエワ.マルジャンさん 

出席 24名  欠席 10名  （免除者 1名） 

出席率 72.72% 補正出席率（11/6） 75.75% 



理事会において萱森会長エレクトに一任され、 

萱森会長エレクトより萱森会員、佐野会員、小野

会員、榎本会員、杉本会員、深谷会員、花形会

員、渡辺会員、中山会員、橋本会員、阿部会員、

白石会員、松林会員の１３名が推薦指名され満

場一致にて可決。 

【議題３】３５周年記念誌費用に関して 

10月 2日開催の基金委員会において、３５周年

記念誌費用は会員より 15.000 円 不足分の８０

万円はクラブ基金より捻出することと致しました。 

記録/幹事 榛村浩一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020年度理事・役員の皆さん 

（佐野会員は所用のため欠席） 

 

第 1回被選理事会議事録 

１2 月 4 日 13：30 より B１「弥生の間」にて第 1

回被選理事会を開催しました。 

出席者/萱森、小野、榎本、渡辺、松林、白石、

杉本、深谷、花形、中山、橋本、阿部  

（以上１2名） 

1. 次期 SAAの選出の件 

阿部会員を推薦し、出席理事全員の承認を

いただきました。  

2. 次期委員会編成の件 

次期委員会委員長については、資料にて理

事全員の承認をいただきました。 

また副委員長以下委員については、会長・

幹事にて次回被選理事会までに素案を製

作し、各委員長の意見をいただき決定する

事となりました。 

3. 第 2回被選理事会開催の件 

次回被選理事会は２月５日例会終了後で

承認をいただきました。 

以上の通り、ご報告いたします。 

次年度幹事 小野博文 

◆◇◆ ニコニコ BOX報告 ◆◇◆ 

榎本会員：結婚記念日＆妻の誕生日のお花、あ

りがとうございます。 

萱森会員：昨日、拡大増強セミナーに松林会長、

花形会員と参加しました。二次会で、

西北さん、ワセダさん、四谷さんとの懇

親会、有意義な時間を過ごせました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の合計 2件 

累 計 

13,000円 

1,484,179円 

11月の皆出席 

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/

富永会員/中山会員/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 17名） 

※ 誤りがございましたら お申し出下さい。 

2018-2019年度 

国際ロータリー第 2580地区大会 

 

開催日：2019年 2月 20日（水）・21日（木） 

会  場：ホテルニューオータニ 「鶴の間」 

テーマ： 「研修と活性化」 

 

今年度の大会ホストは兄妹クラブの東京

練馬西 RCです。 

大会 2 日目の本会議前には「新会員交流会

（入会 3 年までの会員が対象となります）」を

開催。「記念講演」は、国家安全保障局顧問

の番匠幸一郎氏、「パートナーズ・プログラム」

では美容家の佐伯チズ氏が「生き方指南・美

肌指南」とのテーマで講演。 

また、「友愛の広場」では各クラブ奉仕活動の

展示、希望の風寄付ビールの販売と盛り沢山

の内容となっております。 

皆様には大会2日目、21日（木）13：00～の

本会議へのご参加をお願い致します。 

では、全員参加の地区大会にご協力のほど、

よろしくお願い致します。 



◆◇◆  先 週 の 例 会 よ り  ◆◇◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月お誕生日、結婚記念日の皆さん 

おめでとうございます 

 

 

 

 

 

 

 

11月度、17年皆出席表彰の小林会員 

 

東京新宿 RC よりお越しの豊岡様 

メーキャップいただきありがとうございます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山奨学生のマルジャンさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月の卓話スケジュール 

1日 正月・例会休会日 

8日 「会員懇談会」 

※ 正月特別料理 

15日 「イニシエーション・スピーチ（予定）」 

22日 「演題未定」 

第 2580地区ガバナーエレクト 

新本 博司 様（那覇 RC） 

29日 例会休会日 

―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。 

＊ 事務局の年末年始は 12月 27日（木）～

平成 31年 1月 4日（金）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  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/ 

 

 

 

日時：2019年 1月 8日（火）12：30～ 

会場：ハイアットリージェンシー東京 B1「白鳳」 

当日は新年特別料理を準備しておりますの

で、出欠のご返事を 12月 17日（月）までに 

事務局へお願い致します。 

 

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

