
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１９回 （通算１６９２回） ２０１９年１月１５日 

◆◇◆ 本日の例会  ◆◇◆
〈１〉 開会点鐘・会長挨拶 〈７〉 12 月ニコニコ大賞 

〈２〉 

〈３〉 

ロータリーソング「四つのテスト」

ビジター紹介 〈８〉 

河東会員・榎本会員 

メークアップ報告

〈４〉 

〈５〉 

幹事報告 

出席状況報告 

〈９〉 

〈10〉 

委員会報告 

ニコニコ BOX 報告

〈６〉 12 月皆出席表彰 2 名 〈11〉 閉会点鐘 

牧野会員 15 年  安田会員 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  「会員卓話」 

次回の卓話 〈1/22〉  

「こども食堂 ～子供の貧困問題について～ 」 

国際ロータリー第 2580 地区ガバナーエレクト  新本博司氏 

◆◇◆ 本日の卓話  ◆◇◆



◆◇◆ 先週の例会記録 ◆◇◆

 

◆◇◆ 幹 事 報 告 ◆◇◆

① 1 月は、「職業奉仕月間」です。

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 今月、１月のロータリーレートは、１＄＝１１２

円です。

第７回理事・役員会議事録 

１月８日午前１１時より B１「弥生の間」にて第７回

理事・役員会を開催しました。 

出席者：松林、萱森、小野、渡辺、小林、橋本、

花形、富永、牧野、川松、白石、榛村（以上１２名） 

1. 12 月度会計報告に関して

小野会計から報告がありました。１２月度会

計報告並びに①家族親睦忘年会のプレゼン

ト代の支出報告について承認されました。

2. １月度日程と卓話スケジュールに関して

８日・１５日に会員全員の今年の１年間の豊

富を話す。２２日は予定通りです。

3. 2 月 5・6 日開催、第２回情報集会に関して

日程は５・６日変更なし 場所は、銀座サン

クさんにて（前回同様）テーマは「ガバナー補

佐の支援について」です。 

4. ３月１２日（火）開催JCNN合同例会に関して、

当クラブ主催の為、出し物・会費・人数の確

認をして例年通り実行する事にしました。

5. 2019 学生度米山奨学生受入れに関して

2019 年度の米山奨学生受入れはしない事

を承認。

6. 佐藤慎一郎氏の入会に関して

理事会にて承認されました。

7. その他

① パソコン買い換えに関して

パソコンが古い為、フリーズしデーター

紛失の恐れがあり、早急に買換えてデ

ーター移行する事に決まり、萱森副会

長に一任しました。 

② 陸前高田横田小学校の遊具移動に伴

い支援終了する事を承認

③ 奉仕活動情報交換研究会へのエントリ

ーをしない事に決めました。

以上の通りご報告いたします。 

幹事  榛村浩一 

◆◇◆ ニコニコ BOX 報告 ◆◇◆

疋田様：本日メーキャップさせて頂きます。塚本

さん、有難うございます。 

松林会員：皆さん、あけましておめでとうございま

す。なんとか半分終わりました。もう半

年、ご支援をお願いいたします。 

小林会員：明けましておめでとうございます。今年

も宜しく!! 

牧野会員：本年もよろしくお願いします。今月で還

暦を迎えました。節目の年ですが、健

康に留意し一年間がんばります。 

前田会員：1 年、1 年頑張ります。今年もよろしく

お願いします。 

河東会員：明けましておめでとうございます。松林

会長、本年もよろしくお願いします。 

小野会員：結婚記念日のお花、ありがとうござい

ました。 

安田会員：あけましておめでとうございます。誕生

日の花、楽しみにしています。 

古川会員：新年明けましておめでとうございます。

今年もよろしく！ 

古内会員：今年もよろしくお願いします。ニコニコ 

白石会員：あけましておめでとうございます。本年

も宜しくお願い申し上げます。 

萱森会員：あけましておめでとうございます。今年、

7 月から会長になります。宜しくお願い

します。 

杉本会員：新年明けましておめでとうございます。

昨年末の家族親睦忘年会ではカメ太

郎がお世話になりました。今年もよろし

くお願い致します。 

橋本会員：明けましておめでとうございます。本年

もどうぞよろしくお願い致します。 

齋藤会員：明けましておめでとうございます。本年

が良い年となるよう祈念しております。 

2019 年 1 月 8 日 第 18 回 （通算 1691 回） 

開会点鐘 松林会長   B1「白鳳の間」 

＊ビジター紹介 1 名 疋田 忠様（京都西 RC） 

＊ゲスト紹介 1 名 大塚花子さん（ピアノ奏者） 

出席 30 名  欠席 4 名  （免除者 1 名） 

出席率 90.91% 補正出席率（12/11）84.85% 



塚本会員：あけましておめでとうございます。疋田

さん、ようこそ当クラブへ。 

 

 
 

◆◇◆  先 週 の 例 会 よ り  ◆◇◆ 

 
 
 
 
 
 

松林会長の新年の挨拶 
 
 
 
 
 
 

榛村幹事の幹事報告 

 
 

 

 

 

 

白石直前会長の新年の乾杯の挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 月の誕生日・結婚記念日の皆さん 

おめでとうございます 

 

 

 

◆◇◆  先 週 の 卓 話  ◆◇◆ 

「会員懇談会」で、皆さんの年末年始の出来事や

今年の目標を語ってもらいました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 大橋会員 

2018 年度 第 34 回 日本ジャズボーカル賞 大

賞受賞いたしました。その授賞式ということで第 34

回日本ジャズボーカル賞授賞式＆ジャズワールド

新春パーティが新宿「SOMEDAY」で PM 3:00 から

ですのでお時間ある方はぜひいらしてください。有名

なところでは西村協さんや政治関係の方などいろい

ろな方がいらっしゃいます。ご興味のある方は私ま

でご一報いただけたら幸いです。ありがとうございま

した。 

○ 萱森会員 

このお正月は 1 日におなかを壊して救急で病院に

行きました。急性アルコール中毒かインフルエンザ

ではないかと診断されましたが、今までの経験から

急性アルコール中毒は無いだろうと思いインフルエ

ンザかと。それが分かったとたん主人もどこかに行っ

てしまいました（笑）。点滴や薬を飲んだ次の日に治

ってしまい、これはインフルエンザではなく急性アル

コール中毒だったのかと、まあ胃腸炎だったのでしょ

うということで元日の夜から大騒ぎをしました。 

今年は会長職も控えているのでアルコールを控え

乗り切っていかなきゃいけないなと思っております。 

○ 勝俣会員 

本日新年一回目でございますので 2 番目くらいに

来まして、入り口で皆さんにご挨拶させていただいた

ところ、6 人くらいの人に（まだいたのか）とか（やめて

今週の合計 16 件 

累 計 

75,000 円 

1,719 ,179 円 



なっかたのか）とおしゃっていただき本当に心の広い

人たちと、このクラブに感謝いたします（笑い）。 

昨年は 2～3 回しか出席できませんでしたが今年

は頑張って出席したいと思っていますので、本年も

よろしくお願いいたします。 

○ 野口会員 

来月 5 日にイニシュエーションスピーチが控えてお

りますが、皆様から 30 分はとてももたないよと言わ

れておりますので 15 分のスピーチで考えておりま

す。その時に詳しく自分の話はするとして、今年もよ

ろしくお願いいたします。 

○ 江上会員 

正月は実家の熊本に帰っていました。僕は熊本北

部の玉名という所で、福岡との県境にあり地震のあ

った震源地がちょうどそのすぐそばの、和む水と書い

て、和水町だったんです。たまたま新幹線の駅で新

玉名駅にいたその時地震がありました。妻がトイレに

入っていたのですが、走ってトイレから出てきた妻が

“新幹線のトイレってゆれるの？”と言っていました。 

それが正月一番の思い出でした。 

○ 宮坂会員 

昨年のイニシュエーションスピーチも終りあとは楽か

なと思っていたら、年明けにこういうスピーチがあり、

話下手なので簡単にお正月の出来事をお話しさせ

ていただきます。昨年は中旬ごろから仕事が忙しく

土日も休めないくらいでなんとか三ヶ日だけお休み

をいただきまして、家族を連れて実家（栃木県の那

須）に帰ったのですが、忙しくてかみさんにもほとん

ど付き合えなかった関係で“買い物に行きたい”とい

われ、那須のアウトレットに買い物に行きました。 

朝 10 時開店から夕方 5 時くらいまでですかね財布

に穴が開くまで散々買わされました（笑い）。 

○ 斎藤会員 

昨年、イニシュエーションスピーチをさせていただい

た日にちを皆さん覚えていらっしゃいますか？ 

多分覚えておられないと思うのですが、私はしっかり

と覚えています。なぜかといいますと、その日が去

年の最高値を付けた日なんです。 

ということで見事に相場を外してしまって申し訳ござ

いませんでした。去年の年末には相場が 25000 円

から 26000 円になるのではないかと期待を持って

いたのですが、逆に 20000円割れになってしまいま

した。よく我々は干支に因み相場を例えるんですが、

去年は戌年でイヌは笑うというのですが結局笑えな

い年になってしまいました。イノシシは固まるといい

値固めの時期ということで、あまり語りたくはないので

すが今が底なんじゃないかな？と思います。自信が

ありませんが、今年こそは年末高くなるのではない

かなぁと思います。確率 10％くらいの気持ちで聞い

てください。 

○ 榎本会員 

昨年末はまたしても忘年会欠席して、申し訳ござい

ませんでした。目標としては、東海道五十三次を日

本橋からちょっとづつ女房と二人で歩いていまして、

去年の秋にやっと小田原まで行きました。平成 30

年で小田原、日本橋を出たのはいつだろうと思い古

い携帯の写真を見たら平成 21 年でした。9 年がか

りでやっと小田原という状況なので、10 年目の今年

はどうにか箱根の山は登り切りたいと思っています。

それが今年の目標です。 

○ 橋本会員 

私は年末にふるさと納税をしまして、その中におせ

ち料理があったので妻の両親に“今年は私がすごい

おせちを用意しますから”と言っていたのですが、12

月 30 日になっても届かず、行政なので休みに入っ

ているし問い合わせも出来ず“まぁギリギリの 31 日

に来るんじゃないの”なんて言っていたのですが 31

日になっても届きません。いろいろ調べたら、引き出

しの中に納付書が入っていて“そりゃお金払ってな

いから来ないよね”って話になり、急ぎ近くのスーパ

ーに走って残り物のおせちを重箱に詰めて妻の実

家にもっていきました。というお話でした（笑）。 

○ 花形会員 

昨年 1 年間で月 100 キロ走ろうという目標で、1 年

で 1203 キロ走り切ることができました。誇りをもって

フェイスブックに書きましたら、小野会員から僕は

1350 キロ走りましたと言われ、僕は何だったんだろ

うと思いまして、今年の目標としては 1300 キロを何

とか走ろうかと思っています。あと僕は会員増強の

担当なので増強に力を入れようと思っております。

が、なかなか私一人ではどうにもなりませんので皆

様のご友人を是非紹介していただければと思いま

す。 よろしくお願いします。 

○ 塚本会員 

昨年、牧野会員のご紹介で嵐山カントリークラブに

入会し、ハンデを頂戴したらなんと初めてのハンデ

が 10 だったんですけど、何故かそこからどんどん増

えて今は 12 ぐらいになっちゃいました。今年はいっ 



そうゴルフに力を入れシングルプレイヤーを目指し

たいと思っています。よろしくお願いします。 

阿部会員 

今年は目標を 2 つ立てました。一つ目はゴルフで

100 を切ること、もう一つはお酒に飲まれないこと。

お酒を飲む前と飲んだ後で変わらずに話せるように

したいと、これを今年の目標にしたいと思います。 

よろしくお願いします。 

河東会員 

今年は河東家にとって節目の年になります。という

のは3番目の娘がきょう最後の卒業試験で、いま試

験の最中です。これが終わって来月の国家試験が

終わると 4 月から娘も（三人子供がいるのですが）

他所に行ってしまいます。長男は韓国にいて去年の

11 月も行ってきましたが、まぁ長男と話すこともここ

何年かなかったのですが、久しぶりに話をしてきまし

た。今は次男が一番心配で、いま早稲田の大学院

に行って助手をやっているのでこれから就職がどう

なるのか一番心配です。娘が来月国家試験に受か

れば立川のほうの医者になるということで これから

先は夫婦二人という恐ろしい世界が待っているの

で・・・本当に心配しております。 

川松会員 

去年 11 月に初孫が誕生しました。私の子供は男 2

人で上は 33 歳でまだ結婚してなくて、下が 31 歳で

去年結婚し、11 月 18 日に初孫誕生ということで、 

ミッキーマウスと同じ誕生日です。ミッキーマウスが

何歳になっているか知りませんが 11 月 18 日が誕

生日なんですね。また、話には聞いていたのですが

孫ってこんなに可愛いのかということで、年末年始を

過ごしておりました。今年もよろしくお願いします。 

牧会員 

年末は妻の実家、長野に帰っていました。義理の

母が昨年から透析を受けており、それに付き添いま 

なくてはならず、その時間が 4 時間もかかるというこ 

とを初めて知りました。病院に付き添っていって、処 

置室にある装置の前にはテレビもあり飽きないように

配慮され、背中がかゆいと看護婦さんが掻いてくれ 

たりと、見ていて健康だけには気を付なければと、自

分のことを思いながら、病気にならないようにするに 

はどうしたらいいのかということばかりを考えていまし 

た。やっぱり健康第一ですね。 皆さん健康に気を 

付 け て 今 年 一 年 過 ご し て く だ さ い 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

した。正月も何もなく二日に一回血液を入れ替え 

なくてはならず、その時間が 4 時間もかかるという事 

を初めて知りました。処置室にある装置の前にはテ 

レビもあり飽きないように配慮され、背中がかゆいと

看護婦さんが掻いてくれたりしてくれていましたが、 

見ていて健康だけには気を付なければと、自分のこ 

とを振り返りながら、病気にならないようにするには 

どうしたらいいのかという事ばかりを考えていました。 

やっぱり健康第一ですね。 皆さん健康に気を 

付けて、今年一年過ごしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

第 41 回酒粋会のご案内 

第 41 回酒粋会幹事 江上聖和 

日時：1 月 30 日（水）19：00～ 

場所：吉祥寺 鉄板焼き「ニシムラ」 

会費：お一人 6,000 円（当日集金） 

1 月 22 日（火） 期日 

事務局 Fax：03-3312-4958 

 

第 2 回情報集会のご案内 

幹事  榛村浩一 

テーマ 「ガバナー補佐の支援について」

日時：2 月 5 日（火）・6 日（水）18：00～ 

場所：銀座「サンク」 

会費：10,000 円 （当日お支払い下さい。） 

各グループのリーダー、リポーター、メンバー

については後日、案内文にてお知らせ致しま

す。 

12 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/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/深谷会員/古内会員/

古川会員/前田会員/牧野会員/松林会員/

安田会員/渡辺会員/ 

   （以上 22 名） 

※ 誤りがございましたら お申し出下さい。

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


ハンブルグで 
一生の思い出を 

つくろう 

http://www.riconvention.org/ja/hamburg�
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