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２０２１-２０２２年度 スローガン      

「もう⼀度始めよう」 
 

第５回 （通算１７５６回） ２０２１年１０⽉５⽇ 

◆◇◆ 本日の例会  ◆◇◆ 
〈１〉 開会点鐘・会⻑挨拶 〈７〉 10 ⽉結婚記念⽇「結婚記念⽇の歌」 
〈２〉 
〈３〉 

国家⻫唱「君が代」 
ロータリーソング 「奉仕の理想」 

 
 

9 ⽇ 牧野会員  16 ⽇ 前⽥会員 
25 ⽇ 渡辺会員 

〈４〉 
〈５〉 

ビジター紹介 
幹事報告 

〈８〉 
〈９〉 

出席状況報告 
メークアップ報告 

〈６〉 
 

10 ⽉誕⽣⽇祝い「誕⽣⽇の歌」 
9 ⽇ 川松会員  15 ⽇ 安富会員 

〈10〉 
〈11〉 

委員会報告 
ニコニコ BOX 報告 

 
 

20 ⽇ 野⼝会員  13 ⽇ 榛村夫⼈ 
13 ⽇ 杉本夫⼈  20 ⽇ 安⽥夫⼈ 

〈12〉 
 

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  「END POLIO NOW Part2 〜気付きと実⾏〜 」 
              地区ポリオプラス委員⻑ 川松保夫会員 

 
〈10/12〉  「例会休会⽇」 

次回の例会 〈10/19〉  「優しい⽇本、寂しい⽇本」 
                    ⽶⼭奨学⽣  ロウ セン さん 

◆◇◆ 本日の卓話  ◆◇◆ 



◆◇◆ 先回の例会記録 ◆◇◆ 
 

 

 

 

 

◆◇◆ 幹 事 報 告 ◆◇◆ 

① 10 ⽉ 26 ⽇ 18：00 より第⼀回オープン例会の
開催を予定していましたが、延期になりま
した。開催⽇時は決まり次第お知らせします。 

② 第⼀回情報集会を開催します。10 ⽉ 5 ⽇⽕曜
⽇と 6 ⽇⽔曜⽇、午後 6 時から銀座「サンク」
となります。テーマは「コロナ禍での社会奉
仕を考える」です。 

③ 10 ⽉ 24 ⽇（⽇）「世界ポリオデー トレイ
ンジャックプロジェクト 2021」の⼀環として
「世界ポリオデー・ウォークラリー」を開催
する予定でしたが、コロナ禍のため参加者は
地区有志代表となりました。皆様には SNS 等
で情報拡散のご協⼒をお願い致します。 

④ その翌⽇の 25 ⽇（⽉）「ポリオ根絶活動に関
するワークショップ」が開催されます。今回
は ZOOM での参加になります。当クラブから
川松会員が地区ポリオプス委員⻑として活動
していますので、時間のある⽅は是⾮ともご
参加下さい。10 ⽉ 15 ⽇期⽇です。参加希望
の⽅はクラブ事務局までお願いします。 

⑤ 2021−2022年度ＲＬＩ講習会パート１の参
加申込の案内が来ております。申込期⽇は 10
⽉ 29 ⽇となっております。参加希望の⽅はク
ラブ事務局までお問合せ下さい。 

 
◆◇◆ ニコニコ BOX 報告 ◆◇◆ 

松林会員：安富様RC⼊会おめでとうございます。
本⽇のイニシエーションスピーチも期
待しています。「東京セントラルパーク
RCを明るくする会」 名誉会⻑ ⼩林⼒、
つかいぱしり 松林茂 

萱森会員：豊川さん、安富さん、イニシエーショ
ンスピーチ宜しくお願いします。楽しみ
です。来週から円卓、良いですネェー。 

 
今週の合計 2件         14,000円 
2017〜21年の累計      2,687,564円 

◆◇◆ 先 回 の 卓 話 よ り  ◆◇◆ 
「イニシエーションスピーチ」 

 
 
 
 
 

 

 

豊川奈帆会員 
⼊会して、1 年半以上たつのに初のイニシエーシ
ョンスピーチを致します、ウェリカジャパン 豊
川です。初めてなので、皆様に私を知っていただ
くために経歴と仕事のお話をさせて頂きます。 
某⼤⼿電機メーカーで、⼊退室管理システムの
ＳＥをしておりました。ＳＥといってもお客様の
要望をお聞きして、システムを構築するといった
仕事です。 ⼤⼿通信会社のデータセンターに、
⼊室に際にＩＣカードと指紋照合をし、ＰＣを⽴
ち上げる際にも指紋照合を⾏う、退室する際にＩ
Ｃカードで退室するとその⽅のＰＣはスリープモ
ードになり、操作できないというシステムを構築
しました。当時は、機器はありましたがこのよう
なシステムはなく、開発に 1 千万かかるといわれ
ました。しかし、運⽤でのカバーなどいろいろ試
⾏錯誤し、開発費なしでシステムを導⼊しました。
また、今では当たり前になっていますが社員⾷堂
での⾷事がＩＣカードに記録され、お給料から天
引きされるというシステムも併せて導⼊しました。 
これをきっかけに、同社の全国のデータセンター
に導⼊されていき、これが貢献と恩返しが出来た
と思っています。 
 ただ、夜中の 2 時、3 時までの仕事で“こんなこ
と⼀⽣やっていられない”と思い、いろいろな会社
を受けたのですが、なかなか“やりたい”と思う仕
事が⾒つからず・・・・“なら、⾃分で会社つくっ
ちゃえ！ダメなら辞めればいいや！”と今考える
と世間知らずの恐いもの知らずの恐ろしいおバカ
ちゃんだったと思います。 
 桜ゴルフの佐川⼋重⼦社⻑が、くしくも私と同
じ 27 歳で起業したということもあり、かわいがっ
ていただいていました。その際に「いろいろな会
で仕事ください！を全⾯に出したらダメよ。学び
なさい、可愛がってもらいなさい。⼤切にしなさ

2021 年 9 ⽉ 28 ⽇ 第 4 回 （通算 1755 回） 
開会点鐘 橋本会⻑    B1「⽩鳳の間」 
出席 19 名  ⽋席 11 名  出席率 63.33％ 
先回の補正出席率 （8/31） 86.67％ 



い。そうしたら必ず困ったとき助けてくれたり、
仕事が⾃然と回ってくるから」とおしゃっていた
だきました。 
私が今でも会社を続けていられるのは、そのお
⾔葉の通りでした。 
“消費税？請求書っていつ出すの？納品書って？”
と何もわからず、また税理⼠を雇うお⾦もなかっ
たので無料記帳相談ができる法⼈会に⼊会しまし
た。結果、ご縁で⻘年部部会⻑、東京法⼈会連盟
の副会⻑をいうお役⽬を経験させていただき、ま
た同会の理事も拝命しています。 
仕事関係の、元⽵花都知事、警視庁⻑官が理事⻑
や副理事⻑を務める会でも理事を仰せつかってい
ます。 
また、名誉あるロータリーにも萱森元会⻑のご推
薦のもと⼊会させていただき、皆様のお仲間に⼊
れて頂いております。 
 すべて、ご縁をいただき、皆様から助けて教え
ていただき、またお仕事もいただいて、こわいも
の知らずの私が 22年会社を継続できているのは、
本当に皆様のおかげだと感謝しかありません 
会社の仕事をしては、私は全くできませんがシス
テム開発を⾏っております。基幹系システムや在
庫管理システム、萱森様、松林様とお知り合いに
なった納⾻堂システムなどの受託開発を⾏ってお
ります。 
 また、前職の関係でオフィスビルや⼯場などに
⼊退室管理システムや監視カメラのシステム構築
と導⼊を⾏っています。機器メーカーではないの
で、お客様にあったものをご提案させていただく
形になります。 
 また、私のメインの仕事は、⼩売業の万引きに
よるロス対策のコンサル・・・講師をしておりま
す。全国の⼩売業の店⻑や従業員さんの接客を良
くしてロスを減らすという講義をしていて、半分
か ら
多いところでは 9割の削減の実績を持っています。 
 年間契約のため、年間スケージュールが決まっ
ていて、⽕曜⽇が埋まっていることが多く、例会
に出られなかったという⾔い訳をさせていだきま
す。 
折⾓皆様のお仲間に⼊れて頂いたので、ロータ

リーに⻑く⼊れるよう、仕事も頑張っていきたい
と思いますし、未熟ですので今後いろいろご指導

いただければ幸いです。 
 ご清聴ありがとうございました。 
 

 

 

 

 

 

 

安富邦夫会員 
こんにちは。 
この度、東京セントラルパークロータリークラブ
に⼊会させて頂きました安富と申します。 
まずは、新型インフルエンザで亡くなられた⽅々
のご冥福をお祈りすると共に、罹患された⽅々の
⼀⽇でも早いご回復を⼼よりお祈りさせて頂きます。 
やっと少し新型コロナの感染者も減少してきてお
りますが、この厄介なウィルスはまだまだ予断を
許さない状況です。 
皆様もこの感染禍で⾊々と⼤変だったと思います
が、私の⼈⽣にも激震が⾛りました。 
私が 33年経営しておりました新宿のラウンジは、
会員制のおもに上場企業のサラリーマンの⽅々に
ご利⽤頂いておりましたが、コロナ禍で国の緊急
宣⾔によりもちろん会社での利⽤は認められる訳
もなく、夜の飲⾷店の出⼊りも禁⽌されると街か
ら⼈がいなくなり、お客様もパタッとお⾒えにな
らなくなりました。平均で１５０万あった売上が
10分の⼀の１５万へ落ち込み、⽐較的⼤きなお店
でありましたので、６０⼈は従業員を抱えていな
くてはなりません。そんな状況で⻑く続くわけも
なく、歌舞伎町で⽼舗と⾔われた私のお店はあっ
けなく閉店を余儀なくされたのです。 
⼜、私は前妻との間にもうけた２９歳の息⼦と２
６歳の娘の⼦供２⼈に恵まれております。 
⻑男は独⽴して不動産業を営み、こんな時代です
がなんとか頑張ってやっているようです。 
娘はシドニーでの５年間の留学⽣活を経て、⾹港
の航空会社でキャビンアテンダントとして働いて
おりましたが、皆様もご存知の通りコロナにより
世界中の空で⾶⾏機が全く⾶ばなくなり、仕事が
なくなってしまいました。 
そして就労ビザも⾹港政府からストップがかかっ
て下りず、⽇本語を教えるバイトをしながら⾹港



で不安な⽇々を送っておりましたが、今年の３⽉
22 ⽇の午後３時に息⼦のインスタグラムに娘の
友達という⽅から突然、娘の絢加さんが昨夜死ん
だ、と連絡がありました。 世界中を⾒て回りた
い、と運動の得意な明るいエネルギーに満ち溢れ
た⼦でありましたので、頭が真っ⽩になり、何か
の間違いじゃないかと思いました。 
しかし、その⼆⽇後、⽇本領事館より電話があり
死亡を告げられました。⾹港の⾃宅マンションの
17階のバルコニーから転落したとの事でした。 
遺書などは何もなく、詳しい事はいまだに結局何
も分かっておりません。 
ぼうっとした頭で、でもやらなくてはならない事
は⼭積みで、⼼が落ち着かない⽇々が続いており
ましたが、それから 3 ヶ⽉後、⾹港から EMS が
送られてきました。そこには娘が勤めていた⾹港
本社のオフィススタッフ・CA・パイロットの⽅々
からの沢⼭の⼼のこもった⼿紙やご⾹典でした。 
⾶⾏機が⾶べなくて皆さんも⼤変な時に、私達を
想ってくださる⼼温かい優しさに触れて、有難く
て胸がいっぱいになりました。 
⼜、世界中にいる娘の友⼈達からもインスタグラ
ムやフェイスブックを通して写真や⾊んな思い出
等を聞かせていただきました。 
そして⼀か⽉後に娘の遺体が⽇本に戻ってからの
葬儀にも、娘の友達や、娘を知らないのに、私達
の為に沢⼭の⽅々にご列席頂いて、コロナ禍で外
出出来ないこんな時に本当に沢⼭の皆様の優しさ
に⼼がずいぶんと救われました。 
なので、これからの⼈⽣は、その恩返しをコロナ
で影響を受けた⽅や世の中で困っている⽅に、⾃
分ができるやり⽅で寄り添って⽣きたいと考える
ようになりました。 
このロータリークラブを通して前進して参りたい
と思いますのでどうぞ宜しくお願い致します。 
以上、このような場でお話させて頂くのは中学 2
年⽣の校内弁論⼤会以来の為、多々お聞き苦しい
ところがあったと思いますが、最後までご清聴あ
りがとうございました。 
 

 

 

 

 

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

榎本会⻑挨拶（2 回⽬のハイブリット例会） 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 ⽉ 24 ⽇⾏われる「世界ポリオデー」の奉仕 
活動で着⽤する「END POLIO NOW」の T シャ

ツ 
（川松地区ポリオプラス委員⻑より） 

 
 
 
 
 
 
 
 
ZOOM 参加の野⼝会員・榛村会員・⽩⽯会員 

 
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。 


