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２０２１-２０２２年度 スローガン      

「もう⼀度始めよう」 
 

第２回 （通算１７５３回） ２０２１年７⽉１３⽇ 

◆◇◆ 本日の例会  ◆◇◆ 
〈１〉 開会点鐘・会⻑挨拶 〈７〉 出席状況報告 
〈２〉 
〈３〉 

ロータリーソング 「四つのテスト」 
季節の歌「われは海の⼦」 

〈８〉 
 

6 ⽉皆出席表彰 4 名 
⼩林会員 19 年  渡辺会員 18 年 

〈４〉 
〈５〉 

ビジター紹介 
幹事報告 

 
〈９〉 

松林会員 11 年  花形会員 6 年 
6 ⽉ニコニコ⼤賞  橋本会員 

〈６〉 
 

新⼊会員⼊会式「歓迎の歌」 
安富邦夫（やすとみ くにお）⽒ 

〈10〉 
〈11〉 

メークアップ報告 
委員会報告 

 
 

 〈12〉 
〈13〉 

ニコニコ BOX 報告 
閉会点鐘 

    
    

 
    
    

 
 

 
 

 
 

2021-2022 年度 国際ロータリーテーマ 「Serve to Change Lives」   
   
 

WWWeeeeeekkklllyyy   RRReeepppooorrrttt  

本⽇の例会  「各委員⻑ 就任の挨拶」 
 

次回の例会 〈7/27〉 「ZOOM 開催」 
 

〈8/3〉例会休会⽇・〈8/10〉お盆休み休会⽇ 
〈8/17〉 「イニシエーション・スピーチ」 

◆◇◆ 本日の卓話  ◆◇◆ 



◆◇◆ 先回の例会記録 ◆◇◆ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

◆◇◆ 幹 事 報 告 ◆◇◆ 

① 7 ⽉ 8 ⽇⽊曜⽇ 16：00 スタート。 ⼊会 3
年未満の⽅々に向けたワークショップが
ZOOM 開催されます。当クラブより 10 名が
参加となっています。参加者には事務局より
確認メールが届いているとおもますので宜
しくお願い致します。 

② 第 2580 地区の各クラブより例会臨時変更の
お知らせがきています。メーキャプする際は
事務局に確認して下さい。当クラブは HP に
掲載しています。 

③ ⽇本のロータリー100 周年を記念してロー
タリーの友事務所が「100 年史」を発⾏しま
す。クラブへ 1 セット贈呈されますが、購
⼊希望者へは先着順で予約販売も⾏うそう
なので購⼊希望者は事務局へお問合せ下さ
い。また、コロナ禍の影響で友事務所に対す
る問い合わせ対応時間が 10：00 から 17：
00 になります。 

④ 2021−2022 年度のガバナー⽉信は印刷物
の配布ではなく、事務局から会員にメールで
配信されます。 

⑤ 国際ロータリー⽇本事務局からのお知らせ 
国際ロータリー⽇本事務局は、「まん延防⽌
等重点措置」が発令されている現況を鑑みて、
2021 年 7 ⽉ 30 ⽇（⾦）まで在宅勤務が延
⻑されました。 

⑥ 国際ロータリー第２５８０地区よりインタ
ーアクト年次⼤会中⽌となりました。 

⑦ 7 ⽉ロータリーレートは、1ドル＝111円で
す。 

⑧ 当クラブの定款・細則が BOX に⼊っていま
す。確認お願いします。 

⑨ 「希望の⾵」の本が事務局に届いています。
ご覧になりたい⽅は事務局まで。 

⑩ 第⼀回クラブ協議会開催のお知らせ 
今年度第⼀回クラブ協議会を来週 7 ⽉ 13 ⽇
例会終了後に⾏います。各委員⻑はご出席宜
しくお願い致します。 

 
第 1 回理事会議事録 

2021 年 7 ⽉ 6 ⽇（⽕）11：00〜B1「東⼭」に
て「第 1回理事・役員会」を開催しました。 
出席者：榎本、杉本、橋本、榛村、阿部、渡辺、
古川、松林、河東、深⾕、川松、野⼝、⼩原 

 （敬称略/以上 13 名） 
榎本会⻑挨拶後、杉本幹事が議⻑として指名され
議事進⾏。 
【議題】 
1. 被選理事会審議事項承認に関して 
榎本会⻑より説明があり承認された。 

2. 2020-21 年度 会計および基⾦引き継ぎの
件 
杉本幹事より説明があり、承認された。 

3. 2021-22 年度 委員会事業費および運営予
算審議の件 
杉本幹事より、説明がされたうえ、承認され
た。なお、会費収⼊⾒込みに関連し、⼊会⾒
込者に対して個別にアポイントを取る等を
おこなって増強を図る等の意⾒が出された。 

4. 2021-22 年度 クラブ⽬標および活動計画
審議の件 
杉本幹事より、特に 40 周年事業に主に⼒を
注いでいく旨の説明があり、承認された。 

5. 2021-22 年度 委員会編成の件 
杉本幹事より、説明がされ承認された。 

6. 2021-22 年度例会⽇および⾏事審議の件 
杉本幹事より、説明がされたところ、10 ⽉
のオープン例会の⽇程に関して、地区のチラ
シ上で設定されている⽇程と当クラブの⽇
程とは異なっているとの意⾒が出たため検
討したが、当クラブは予定通り 10/26 に開
催する旨で決定した。他については議案のと
おり承認された。 

7. クラブ創⽴ 40 周年記念事業の件 
杉本幹事より説明がされ、次のとおり意⾒が
出た。 

2021 年 7 ⽉ 6 ⽇ 第 1回 （通算 1752回） 
開会点鐘 榎本会⻑    B1「⽩鳳の間」 
＊ビジター紹介 6 名 渡邊 創ガバナー補佐・内⽥
隆⼀分区幹事（東京練⾺中央 RC）/佐藤司会⻑・
茨⽊拓⽮幹事・豊⽥正司パスト会⻑・藤原⾼⾏様
（東京御苑RC） 
＊ゲスト紹介 1 名 ロウ センさん（⽶⼭奨学⽣） 
出席 23 名  ⽋席 5 名  出席率 85.71％ 
前回の補正出席率 93.33％ 



・ 費⽤を多くかけないこと 
・ 昨年度寄付したアユタヤのセナ病院と
zoom等で繋ぎ、動画を流す案 

・ 実⾏委員を選定し、８⽉頃から実⾏委員
会を開催していくこと 

8. その他（6/1PETSに参加して、ガバナー意
向を組む） 

① ガバナー公式訪問 クラブ協議会式次第に関
して 
杉本幹事より、11/16 予定のガバナー公式訪
問において、下記５項⽬について発⾔をいた
だく委員会・担当会員を決めたい旨の説明が
あったが、これについては今後検討のうえ決
定することとされた。 
(ア) 「新型コロナウィルスで困っている
⼈々の⽀援」 

(イ) 「ポリオ撲滅に向けて」 
(ウ) 「元気なクラブになるために」 
(エ) 「会員増強・クラブ拡⼤をする覚悟を持

とう」 
(オ) 「ロータリーの公共イメージをアップ

させよう」 
② オープン例会を早めに告知するように⾔わ

れたので、その内容検討 
榎本会⻑より趣旨が説明されたところ、⼊会
⾒込者等をリストアップしてオープン例会
への参加を促すようにしてはどうかと意⾒
が出て、今後検討準備していくこととなった。 

③ 地区⼤会に、クラブの何らかの活動を登録す
る必要がある 
榎本会⻑より趣旨が説明され、当クラブが⾏
う具体的な活動の案が求められたところ、
「阿佐ヶ⾕ジャズストリートへの応援」の意
⾒が出され、今後具体的な活動詳細を決めて
いくこととなった。 

④ クラブ HP で新規会員獲得をと⾔われたの
で、HP の内容修正について 
榎本会⻑よりガバナーからの要請が説明さ
れ、HP を分かりやすく内容を改めていくこ
とについて検討していくこととなった。 

⑤ 新しい組織形態（5 つのグループ）に変更を
と⾔われたので、次年度で検討？ 
上記①と内容が重なるため割愛された。 

⑥ 前⽥利恵⼦⽒の⼊会について 

承認された。 
以上のとおり御報告いたします。 

副幹事  阿部亮介 
 

◆◇◆ ニコニコ BOX 報告 ◆◇◆ 

渡邊ガバナー補佐・内⽥分区幹事：榎本会⻑、杉
本幹事、いよいよスタートですね。 
1 年間よろしくお願いします。 

佐藤会⻑（東京御苑 RC）：親クラブとして⼤変
お世話になっています。今後も宜しく
お願いします。 

茨⽊幹事（東京御苑 RC）：榎本会⻑、杉本幹事
の初例会、誠におめでとうございます。 

豊⽥ P 会⻑（東京御苑 RC）：榎本会⻑、杉本幹
事、親クラブの皆様、御苑 RCを 1 年
間よろしくお願い致します。 

前⽥会員：ついに⼋⼗歳、1 年間よろしく。榎本
会⻑年度、役員の皆様、よろしく！ 

⼩林会員：榎本会⻑、杉本幹事、今年度 宜しく
お願いします。 

花形会員：榎本会⻑、杉本幹事、1 年間よろしく
お願いします!! 

古川会員：榎本会⻑、杉本幹事、⼀年間よろしく
お願いします。 

牧野会員：榎本会⻑、杉本幹事、⼀年間よろしく
お願いします。 

牧会員：榎本会⻑、杉本幹事、⼀年間御世話にな
ります。どうぞ宜しくお願いします。 

野⼝会員：榎本会⻑、杉本幹事、今年度もよろし
くお願い致します。 

橋本会員：榎本会⻑、杉本幹事年度の⾨出を祝し
て。 

萱森会員：榎本会⻑、杉本幹事おめでとうござい
ます。リアル例会続けば良いですネ。
1 年間楽しんで下さい。 

渡辺会員：榎本会⻑、杉本幹事、よろしくお願い
いたします。 

 
 
今週の合計 14件        56,000円 
2017〜21 年の累計       2,643,553円 

 
 
 



◆◇◆ 先 回 の 卓 話 よ り  ◆◇◆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

榎本 純会⻑ 
まさか私が会⻑になる⽇がやってくるとは思

いませんでした。そもそも私が今年度、会⻑にな
るいきさつというのは、昨年度会⻑になる予定だ
った佐野会員が体調をくずされてしまい、急遽そ
のピンチヒッターに橋本会員が推挙され、その際、
何の抵抗もせずに気持ちよく、さわやかに「やり
ます」と橋本会員が会⻑職を受けたことに始まり
ます。そのときの理事会で橋本会員の次の会⻑は
どうするという議題になって、なぜか佐野会員の
幹事を務めるはずだった私にお鉢が回ってきま
した。私は幹事経験もないのでと難⾊を⽰したの
ですが、⽩⽯会員や松林会員に⼤丈夫、⼤丈夫だ
と推され、気持ちよくさわやかにピンチの会⻑を
お受けになった橋本会員とのあまりにもの対⽐
がつらくてお受けした次第です。 
 ここでその佐野会員のことでご報告がありま
す。佐野会員の体調がおもわしくなく、6 ⽉末で
退会したいと奥様からご連絡をいただきました。
昨年から⼀度は例会に顔を出したいというお話
はうかがっていたのですが、このコロナ禍でそれ
もかなわず、本当に残念です。佐野会員の分もし
っかり会⻑職を努めたいと思います。 

さて今年度の運営⽅針ですが、詳細はお配りす
る事業計画案のとおりです。難しいことはともか
く、⻑く続いているコロナ禍だけど、それが明け
たら皆でパッと⾷事したりお酒を飲んだりした
いな、私⾃⾝も積極的に幹事になって酒粋会をた
くさん開催したいなと考えています。また、しば
らく外部卓話もお願いできないでしょうから、会
員卓話でもっとお互いを知ろうよという⽅針で
す。会員の皆さんには⾃分の話をたくさんしても
らいたいです。そのほかとしては、クラブ名称が
「中野」から「セントラルパーク」になって数年
が経ちますが、我々のクラブの地域についてもう

⼀度考える年にしたいなと思います。正解がある
わけではないでしょうが、余裕があれば考えてみ
たい内容です。 
次に年次スローガンですが、私にとっては前年

の橋本会⻑のスローガン「世代を超えて友情を深
めよう」が秀逸でした。私がロータリークラブに
⼊って⼀番価値を認めている点は、世代を超えた
友⼈を作ることができるということです。それな
ので、もう⼀年、そのスローガンを使わせてもら
おうとも思ったのですが、コロナ禍でもあります
し、今年度はクラブ創設４０周年にもあたるので、
「もう⼀度始めよう」としました。 

それでは次に、ＧPＭ（ガバナー・プレジデン
ト・ミーティング）、ＰＥＴＳ（プレジデント・
エレクト・トレーニング・セミナー）に参加して
きたので、今年度の地区の運営⽅針を説明します。
わかりやすいなと思った資料がお⼿元の「ロータ
リーの戦略計画」です。ここにはＲＬＩのビジョ
ン声明、⾏動計画、年次⽬標から、地区の⽬標、
若林ガバナーの⽅針までがまとめられており、⼀
⽬でその関連がわかります。特に今年度は、その
ガバナー⽅針に沿って、全 10回のワークショッ
プ、オープン例会ウィークなど、今年度に初めて
開催される⾏事が⽬⽩押しです。地区からのメー
ル連絡も多いですが、積極的に参加していきたい
と思います。 
今年度は 40 周年記念例会があります。会員増
強とともにクラブ全員が結束する良い機会にし
たいと思います。どうかこの⼀年間よろしくお願
いします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
若林英博ガバナーからの贈り物（ピンバッジ） 

地区ポリオプラス委員⻑の川松会員より 
榎本会⻑に⼿渡されました 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

杉本義孝幹事 
今年度榎本会⻑のもとで幹事を務めさせて頂

きます杉本です。 
まずは、今年度の榎本会⻑スローガンである、

「もう⼀度始めよう」を実現するために努⼒して
参りたいと思います。 

クラブ運営につきましては、まだコロナ禍であ
り、更に東京オリンピックが開催される事で感染
状況の拡⼤が懸念されています。状況次第で緊急
事態宣⾔が発出されましたら、前年度同様に安
⼼・安全の観点から親睦活動などは中⽌となり例
会も理事会により中⽌⼜はＺＯＯＭ配信などに
なると思います。 
来年は、5 ⽉ 24 ⽇に「40 周年記念例会」の特
別なイベントが控えています。コロナの感染状況
で⼤きく左右される⼤変なかじ取りを⾏ってい
ただく 40 周年記念例会委員会の古川委員⻑と野
⼝副委員⻑にはご苦労をおかけしますが、どうぞ
宜しくお願い致します。もちろん、各委員⻑のお
⼒もお借りし、⼀致団結のもと 40 周年のアニバ
ーサリーを成功させたいと思っています。 

本年度は会員増強の⼀環として新しい試みの
オープン例会が各クラブで開催される予定です。 
当クラブも 10 ⽉２６⽇に夜間例会の開催を予定
しています。オープン例会とはロータリークラブ
を知ってもらう機会として会員候補者を例会に
お誘いして頂くことです。当クラブでは通常の例
会ではなく、アトラクションを企画した楽しい例
会を予定しています。さらに、会員候補者の⾷事
代は地区が補助して頂くので費⽤はかかりませ
ん。 
会員増強の起爆剤の⼀つとなればと思っていま
すので、お友達お誘いの上ふるってご参加下さい。
1 年間宜しくお願い致します。 
 
 

◆◇◆ 先 回 の 例 会 よ り  ◆◇◆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
榎本会⻑、杉本幹事に現年度役員章が 

前年度橋本会⻑、花形幹事より授与されました 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
新年度例会にお越し頂いた渡邊ガバナー補佐 
内⽥分区幹事と御苑 RC 会⻑の佐藤会⻑より 

御挨拶を頂戴しました 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ⽉お誕⽣⽇、結婚記念⽇のメンバー 
おめでとうございます 

 

 

 

 

 

 

 

 

⽶⼭奨学⽣のロウ セン さんへ 
榎本会⻑より奨学⾦の授与がありました 

 

 

 

例会⽇  ⽉ 3 回（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  ⻑  榎本 純  副会⻑  榛村浩⼀ 
幹  事  杉本義孝  会 報 委 員 ⻑  勝俣良美 
事務局  〒166-0004 
東京都杉並区阿佐⾕南 1-34-6 新東京会館 5F 

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、前の週の⽊曜⽇までに

事務局にご連絡下さい。 

季節の歌 

「われは海の子」 

 

我は海の子白浪の  

さわぐいそべの松原に  

煙たなびく とまやこそ  

我がなつかしき 住家なれ  

 

生まれてしほに湯浴みして  

浪を子守の歌と聞き  

千里寄せくる 海の氣を  

吸ひてわらべと なりにけり 

2021 年 7 ⽉ 静岡県熱海豪⾬災害 
⽀援⾦のお願い 

国

ガバナー 若林英博 
7 ⽉ 3 ⽇の豪⾬により、静岡県熱海市伊⾖⼭で
発⽣した⼤規模な⼟⽯流の被害を受けられた
⽅々に⼼よりお⾒舞い申し上げます。 
第 2620 地区〔静岡県・⼭梨県〕からの依頼を
受け、今回の被害に対する⽀援⾦を募ります。
静岡の姉妹・友好クラブを通じて⽀援している
クラブや、別の⽅法で⽀援しているクラブ・個
⼈もいらっしゃると存じます。これから⽀援を
検討し、⽀援先が決まっていないというクラブ
において、ご賛同いただける場合には、クラブ
で取りまとめて下記要領にてお振り込みくだ
さい。何卒よろしくお願い申し上げます。 
 
＊⾦額は任意となっておりますが、御協⼒ 

よろしくお願いいたします。 

第 35 回 JCNN 懇親ゴルフ⼤会の 
お知らせ 

開催⽇：2021 年 9 ⽉ 9 ⽇（⽊） 
場  所：嵐⼭カントリークラブ 
会 費：7000円 

（表彰式開催の場合は別途 3000円） 
申込期⽇：7 ⽉ 23 ⽇（⾦） 
＊詳細に関しては案内⽂をご覧ください。 

 


