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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２２回 （通算１６９５回） ２０１９年２月２６日 

◆◇◆ 本日の例会  ◆◇◆ 
〈１〉 開会点鐘・会長挨拶 〈８〉 1 月ニコニコ大賞 古内会員 

〈２〉 

〈３〉 

ロータリーソング「日も風も星も」 

季節の歌 「贈る言葉」 

〈９〉 

〈10〉 

メークアップ報告 

委員会報告 

〈４〉 

〈５〉 

〈６〉 

〈７〉 

ビジター紹介 

幹事報告 

出席状況報告 

1 月皆出席表彰 1 名 

〈11〉 

〈12〉 

 

〈〉 

ニコニコ BOX 報告 

閉会点鐘 

 

 

 萱森会員 7 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  「ロータリー平和フェローシッププログラム」の概要 

佐藤利光様（東京青梅ロータリークラブ） 

東京青梅ロータリークラブ会長エレクト、地区財団委員会（2014-2018）平和フェローシップ担当、 

13 期・15 期カウンセラー平和フェローホストエリア統括 

 

次週の卓話 〈3/5〉 「仮想通貨マイニング事情による即時償却」 

           ㈱ザナクシー  

     
                     

  

◆◇◆ 本日の卓話  ◆◇◆ 



◆◇◆ 先週の例会記録 ◆◇◆ 

 

 

 

 

 

 

 

◆◇◆ 幹 事 報 告 ◆◇◆ 

① 陸前高田横田小学校の遊具移設工事が終

了致しました。復興支援金の最後の振込み

を済ませ終了となります。皆様に感謝を申し

上げます、有難うございました。 

② 2015 学年度、米山奨学生の李恩珉さんよ

り行政書士試験に合格いたしましたと連絡を

頂き報告いたします。 

③ 本日１１時より第 8 回理事会が開催されました。 

④ 本日、2 月 5 日・６日第二回情報集会を午

後６時から銀座「サンク」さんで行います。 

テーマは「ガバナー補佐の支援について」で

す。検討の上、ご参加をお願いします。 

⑤ １２日、１９日の例会は休会ですが、２０日か

らホテルニューオータニにて地区大会が開

催されます。本会議は、第２日目 2 月 21 日

（木）PM12 時からです。ご出席の皆様宜しく

お願いします。 

⑥ 今月、2 月のロータリーレートは、１＄＝１１0

円です。 

 

第８回理事・役員会議事録 

2 月 5 日午前１１時より B１「弥生の間」にて 

第 8 回理事・役員会を開催しました。 

出席者：松林、萱森、中山、小野、渡辺、小

林、橋本、花形、富永、牧野、川松、榛村 

（以上１2 名） 

１、 1 月度会計報告に関して 

小野会計から報告がありました。①家族

親睦忘年会収支報告②事務局 PC リー

ス契約承認を頂きました。 

２、 2 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、 3 月 12 日開催 JCNN 合同例会に関し

て会員、ゲストの参加費を昨年同様にて

承認頂きました。 

４、 その他 

クラブ懇親ゴルフコンペを予定通り 4 月

19 日に我孫子ゴルフ倶楽部で行う。ご

案内は、追ってご連絡を入れる。 

以上の通りご報告いたします。 幹事 榛村浩一 

 

第２回被選理事会議事録 

2 月 5 日午後 1 時 30 分より B１「弥生の間」

にて第 2 回被選理事会を開催しました。 

出席者：萱森、渡辺、松林、白石、榎本、橋

本、花形、中山、杉本、深谷、阿部、小野、 

（以上１2 名） 

1. 次期会長、クラブ運営の件（会長スローガン） 

会長スローガン「Welcome１００」～奉仕と親

睦で 100 周年を迎えよう～配布資料をもと

に、３つの意味を説明。（承認） 

2. 次期委員会編成の件 

配布資料をもとに、案の説明。IM 支援委員

会について、萱森次年度会長より実質小林

ガバナー補佐のサポートである事を説明。

（承認） 

3. 次年度主要日程の件 

配布資料をもとに予定を説明。萱森次年度

会長より、8/9 時間については、未決定であ

る事、9/10 の合同例会は予定通り行う事の

説明。（承認） 

4. 次回被選理事会開催の件 

次回被選理事会を、予算の打合せとして

4/2 例会後に行う事に決定。（承認） 

5. その他 

今年度は、交換留学生の受け入れやガバナ

ー補佐の活動費用など、予算の増加が見

込まれる為、繰越しや基金・寄付等どこから

費用を捻出するか協議が必要である。本日

と明日の情報集会の結果も踏まえて 4/2 に、

予算案をもとに協議する事とする。 

以上の通りご報告いたします。  

次年度幹事  小野博文 

 

 

 

 

2019-2020 年度 

マーク.ダニエル.マローニ RI 会長テーマ 

2019 年 2 月 5 日 第 21 回 （通算 1694 回） 

開会点鐘 松林会長   B1「白鳳の間」 

＊ビジター紹介 1 名 野原数生様（東京 RC） 

＊ゲスト紹介 1 名 ブルカエワ.マルジャンさん 

出席 28 名  欠席 6 名  （免除者 1 名） 

出席率 84.85% 補正出席率（1/15） 72.73% 



◆◇◆ ニコニコ BOX 報告 ◆◇◆ 

安田会員：誕生日の花、とてもきれいです。 

花形会員：誕生日のお花、ありがとうございまし 

た。江上さん、野口さん、イニシエー 

ション・スピーチ楽しみにしています。 

榛村会員：誕生日のお花をありがとうございます。 

ニコニコと！ 

萱森会員：江上さん、野口さんイニシエーション・ 

スピーチ楽しみにしています。今日、 

明日は情報集会です、忘れずに。 

川松会員：バッジを忘れました。スイマセン。 

江上会員：1/30 の酒粋会、ご参加有難うござ 

いました。次回は前田会員です。 

酒粋会より：ニコニコへ。 

 

 

 

◆◇◆  先 週 の 例 会 よ り  ◆◇◆ 

 

 

 

 

 

 

2 月のお誕生日、結婚記念日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２回情報集会 

テーマ：「ガバナー補佐の支援について」 

● 第 1 グループ 

日時：2月5日（火）18：00～場所：銀座「サンク」 

リーダー：小野会員  リポーター：河東会員 

1.平成 31 年 2 月 5 日、「ガバナー補佐の支援に

ついて」をテーマとして、第 2 回情報集会が行わ

れた。リーダーは小野会員、リポーターは河東会員。 

2.まず白石ロータリー情報委員長（直前会長）より、

今回のテーマを取り上げた趣旨について説明が

なされた。今回、我が東京セントラルパークロータ

リークラブから、小林会員がガバナー補佐となる

ので、如何に盛り上げていくかを議論したい。また、

費用についてどう支援していくか。 

3.次に本テーマについては一般会員の知識の不

足もあると思われるため、小林会員からマロニー

会長がどのようなことを考えているのかの資料が

配布された後、ガバナー補佐の役割、今後の予

定、方針の説明等について簡単な説明がなされ

た。ガバナー補佐は RI 会長・ガバナーの考えてい

ることをクラブに伝えることであり、2580 地区は 6

分区あり、13人の補佐がいる。麹町、練馬、四谷、

御苑、当クラブの各クラブに 4 回ずつ訪問すると

ころであるが、ガバナー公式訪問、16 クラブの会

長・幹事会が年 3 回あるので、各クラブ訪問は 1

回として、4回のクラブ訪問に変える。本年5月に

麹町がホストとなって会長・幹事会があるが、当

クラブは 9 月の会長・幹事会のホストとなるので、

設営等を会員には手伝ってもらいたい。 

分区幹事には渡辺会員になってもらい、また橋

本会員にも補佐してもらいたい。その他会員の協

力を得ながら、やっていきたい。 

4.その後、金銭的な支援について、議論がなされた。 

留学生の受け入れがあるので費用が不足するこ

と、会費を増額することの可否、特別会費・臨時

会費で徴収するかどうか、自販機やニコニコ等の

基金を使用することの可否、ニコニコの使用目的

は社会奉仕、入金金の積立（本年度は4名で80

万円）の取り崩しの問題、基金を使用する場合は

基金委員会の判断を得る必要性等について、松

林会長を中心として、各会員から意見がだされた。

自販機はプレートで使用目的が記載されている

ので、それ以外の目的使用することは難しいので

はないか。半期会費 18 万円を 20 万円とする案、

今週の合計 7 件 

累計 

34,000 円 

1,790,179 円 



領収書の問題、40 周年もあることを考えるべき。

その後、他の会員から金銭的な支援について一

言ずつ意見が述べられた。 

○ルール化することが必要である。今回以後も

当クラブに適切な人材がいて、送り出す場合など

の場合にも適用できるようなルールを決めておく

ことが必要。○一律の請求でよい。 ○毎月が出

しやすい。 ○ニコニコの頻度、額を考える方向。 

○原点を崩すことはよくない。会として決まりを作

るべき。 ○相当な時間を取られるので、それ以

外のサポートがほしい ○小林ガバナー補佐、渡

辺分区幹事、橋本会員は時間を使うので、金銭

的支援は必要であり、臨時あるいは特別会費の

増額でよい。領収書の出る形にして欲しい。 

5.最後に小野リーダーが、ガバナー補佐の出や

すい環境を作り、将来のことも考えてルール化し

たいということで、まとめられた。 

● 第 2 グループ 

日時：2月6日（水）18：00～場所：銀座「サンク」 

リーダー：萱森会員  リポーター：牧 会員 

松林会長、白石 R情報委員長、小林会員、 

古川会員、榎本会員、川松会員、杉本会員、

安田会員、宮坂会員、江上会員 以上１２名 

最初は、年数の経っていない会員のために、

ガバナー、ガバナー補佐について、役割、活

動等説明をして頂いた。 

〇担当クラブの訪問などに金銭面がかかる

とのことが多く、経済的支援を重点的に話し

合い、年会費前期後期に分けて、会員分担を

して対応していく案が妥当ではないかとの

意見が多数あった。〇具体的な金額などは議

題案として話し合う事とする。 

〇ガバナー訪問の際、IM、地区大会は、会員

１００％出席も重要な支援だとの認識を全

会員に持っていただきたい。 

〇また数年ぶりのガバナー補佐選出なので、

ぜひとも会員でサポートをする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉祥寺「ニシムラ」での第 41 回酒粋会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 月の皆出席 

小野会員/大橋会員/萱森会員/川松会員/

小林会員/齋藤会員/佐野会員/白石会員/

榛村会員/富永会員/橋本会員/花形会員/

古内会員/前田会員/牧野会員/松林会員/

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。 

季 節 の 歌 
「 贈る言葉」 

作詞：武田鉄矢   作曲：千葉和臣 

 

暮れなずむ町の 光と影の中 

  去りゆくあなたへ 贈る言葉 

  悲しみこらえて 微笑むよりも 

  涙かれるまで 泣くほうがいい 

  人は悲しみが 多いほど 

  人には優しく できるのだから 

  さよならだけでは  

さびしすぎるから 

  愛するあなたへ 贈る言葉 


