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２０２１-２０２２年度 スローガン      

「もう⼀度始めよう」 
 

第２６回 （通算１７７７回） ２０２２年６⽉２１⽇ 

◆◇◆ 本日の例会  ◆◇◆ 
〈１〉 開会点鐘・会⻑挨拶 〈７〉 メークアップ報告 
〈２〉 
〈３〉 

ロータリーソング「⽇も⾵も星も」 
季節の歌「エーデルワイス」 

〈８〉 
〈９〉 

委員会報告 
ニコニコ BOX 報告 

〈４〉 
〈５〉 

ビジター紹介 
幹事報告 

〈10〉 
 

閉会点鐘 
 

〈６〉 
 

出席状況報告  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

    
    

 
    
    

 
 

 
 

 
 

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 「会⻑・幹事退任の挨拶（今年度最終例会）」 

榎本 純会⻑・杉本義孝幹事 
 

2022-2023 年度 第 1 回例会 
次回の例会 〈7/5〉  「会⻑・幹事 就任の挨拶」 

榛村浩⼀会⻑・阿部亮介幹事 

◆◇◆ 本日の卓話  ◆◇◆ 



◆◇◆ 先回の例会記録 ◆◇◆ 
 

 

 

 

 

◆◇◆ 幹 事 報 告 ◆◇◆ 

① 2022 年度規定審議会 「クラブと地区に関
する重要な変更」のお知らせが、既に皆様に
メール配信されております。今後のロータリ
ー活動について重要な内容となっています
ので必ずご⼀読下さい。 

② クラブ諮問委員会、基⾦委員会及び新旧合同
理事・役員会を 6 ⽉ 21 ⽇に開催いたします。
やむを得ず、⽋席する場合は事務局へ 6 ⽉
18 ⽇までお知らせ下さい。 

③ 本年度最後の例会は 21 ⽇ 6 ⽉の例会は B1
階「平安の間」で⾏います。 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 ⽉ 31 ⽇の 2021-22 年度第 2580 地区の 
地区⼤会「会⻑・幹事晩餐会」において 

「End Polio Now：歴史をつくるカウントダウ
ン」 

キャンペーン感謝状（表彰対象：17 クラブ）を 
代表して、野⽣司パストガバナーより榎本会⻑へ 

感謝状が授与されました。 

◆◇◆ ニコニコ BOX 報告 ◆◇◆ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
安富会員：昨⽇は素敵なご夫妻と河⼝湖でゴルフ

御⼀緒させて頂き、ありがとうござい
ました。 

萱森会員：奥様より（安富さん）ききました。安
富さんはロータリーソングのタクト
（指揮）の練習してるって。 

塚本会員：ニコニコと。 
 
今週の合計 3件          8,000円 
2017〜22 年の累計     3,048,286円 
 
 
◆◇◆ 先 回 の 例 会 よ り  ◆◇◆ 

 
 
 
 
 
 

5 ⽉のニコニコ⼤賞 ⼩林会員 
 
 
 
 
 
 

本⽇のソングリーダーは安富会員です 

2022 年 6 ⽉ 14⽇ 第 25回 （通算 1776回） 
開会点鐘 榎本会⻑    27F「エクセレンス」 
出席 25名  ⽋席 6名  出席率 80.65％ 
先回の補正出席率 （6/7） 87.09％ 

6 ⽉ 7 ⽇のニコニコ BOX です！ 
榎本会員：⼯藤さんようこそ！これからよろ

しくお願いします。 
杉本会員：40 周年、地区⼤会、皆様⼤変お

つかれ様でした。そして有難うご
ざいました。⼯藤さん⼊会おめで
とうございます。今⽇からロータ
リアンですね。 

古川会員：40 周年記念式典、皆様お疲れ様
でした。皆さんのお陰で無事に終
える事が出来ました。ありがとう
ございました。実⾏委員⻑より。 

萱森会員：⼯藤さんようこそ。楽しいクラブ
ですヨ。 

深⾕会員：ニコニコと。 



◆◇◆ 先 回 の 卓 話 よ り ◆◇◆ 
榛村クラブ奉仕委員⻑ 

酒粋会やゴルフ同好会、ワイン

同好会などに積極的に参加して

会話をつくっていきたいと考え

ていましたが、コロナ禍でできなかったのが残念です。

これで終わりでなく、7 ⽉以降も積極的にクラブの皆様

とお付き合いできるように参加したいと思っております

が、今年度に関しては残念ということを報告とさせても

らいます。 

 

松林プログラム委員⻑ 

コロナでやるのかやらないのか

わからないような状況が続いて

いたので、あまり偉い⼈に卓話を

お願いできなかった状況の中で会員卓話やいろいろな⼿

を使ってごまかしながら何とか今期終わったかなという

ことで、次の⽅にはちゃんとしたスケジュール管理をお

願いしたいと思います。これ以外に⽶⼭のカウンセラー

をやらせていただいて、コロナ禍で奨学⽣となかなかお

会いする機会がありませんでしたが⾮常に⾯⽩かったで

す。 

 

牧会員増強退会防⽌委員⻑ 

コロナ禍のなか、先⽇ようやくオ

ープン例会を開催することがで

きました。これを機に⼯藤さんが

⼊会していただくことになりまして、トータルで復帰の

⽅も含めて 3 名増えたということで⾮常に良かったと思

っております。これからも会員を増やすことに努⼒した

いと思っております。ありがとうございました。 

 

河東親睦活動委員⻑ 

親睦委員会としてメインのもの

は暮れの忘年会とオープン例会

のふたつありました。忘年会は家

族も⼦どもたちも楽しめる忘年

会ということで、ねば〜る君を呼んで⼦どもたちにはそ

れなりに楽しんでいただいたのではないかと思います。

オープン例会はリバウンド警戒期間ということで、テー

ブル 4 ⼈以内とか 2 時間以内とか制約がある中で、オー

ボエとフルートのゆうべを⾏いました。 

 

 

⼩林研修委員⻑ 

12 ⽉に卓話の時間を利⽤して研

修会をさせていただきました。

渡辺功⼀さんを講師にお招きし

規定審議会に関してお話しいた

だきました。渡辺さんを紹介するときに、渡辺さんはク

ラブの⼀番の功労者で、功労⼀番で、渡辺功⼀番、渡辺

功⼀ですと⾔ったら、川松さんだけひとり笑っていただ

いたので、川松さんに感謝いたします。 

 

渡辺公共イメージ向上委員⻑ 

活動としてはロゴを統⼀してフ

ラッグを新しくしたこと、そして

バッチを作成し皆様にお配りし

ました。それとなんといっても、12 ⽉にクリスマスイベ

ントのジャズストリートに皆様にお⼿伝いいただいて、

ロータリー活動、エンドポリオのＰＲを⾏ったことが⼀

番⼤きな活動だったと⾃負しています。これはこれから

も続けていってもらいたいと思っております。 

 

古川創⽴ 40 周年実⾏委員⻑ 

橋本会⻑年度に準備委員会を⽴

ち上げて、準備委員会から実⾏

委員会に進めてきましたが、コ

ロナという⼤きな問題の中、いろいろな問題が重なりな

がらやってきました。船頭が多いと動かないということ

がありますので、今回も皆さんに協⼒いただきながら、

中⼼になる⽅を調整して、ぎりぎり今年の頭くらいから

つめていきました。終わって、ガバナーを含めてライン

の⽅々から⾮常に良かったと⾔ってもらえた例会になっ

たということはお役⽬を果たせたんだなとホッとして、

それからはゴルフのスコアもよくなってきている状況で

す。本当にありがとうございました。 

 

深⾕⻘少年奉仕委員⻑ 

当初はパンデミックで世界が⽌

まっているので、⻘少年の交換

留学なんてないだろうと思って

いましたが、今思うと⾃分がそういうことを思っていた

時には、上の⼈たちは採⽤活動をなさっていて、かつ世

界はそれを受け⼊れる体制を作っていたのかと思うと、

そういう決断をするロータリーの皆さんはすごいなあと

感想を持ちました。はれて⽥中さんが８⽉からアメリカ

イリノイ州に留学⽣として⾏くことになりましたので、



次年度にバトンタッチする部分もありましたけど、しっ

かりと引継ぎをしながら、最後のほうはしっかりとお⾒

送りできたのは私としても本当に嬉しかったと思いまし

た。 

⽩⽯ロータリー財団委員⻑ 

財団としての細かい記録は、そ

のうち会報に乗ると思います

ので、その原稿を⾒てください

ということで、本年度は申し訳

ございませんでした。 

 

富永職業奉仕委員⻑ 

卓話を⼀度やらせていただき

ました。職業奉仕についてあら

ためて調べましたら、何でもい

いから稼げばいいではなくて、

倫理観を持った仕事をしていくことが職業奉仕なんだと

勉強になりました。職業⼈として⽴派な振る舞いをする

ことが世の中に奉仕することに繋がるということがわか

った次第であります。 

 

川松地区ポリオプラス委員⻑ 

今年度はポリオプラスの委員⻑

として卓話を充実させてやって

おりました。来年度に卓話を⼀

度やらせてくださいとプログラ

ム委員⻑に⾔ってありますので、そこで今年度私の中で

何が起きたかということを皆さんにお話ししたいと思っ

ています。要するにロータリーとの関わり⽅についてち

ょっと気が付きました。それが原動⼒で⼀年間やってこ

られたと思っていますので、先輩⽅に話す必要はありま

せんが、若い⽅には役に⽴つ話になるんじゃないかと思

いますので１回お時間をいただきます。委員⻑としてひ

とつだけ、ポリオへの募⾦額が昨年度から今年度は 1.6

倍に増えたようです。私の卓話が役⽴ったかはわかりま

せんが、⾮常に喜ばしいことだと思 

います。 

 

⼩原会場監督委員⻑ 

いろいろ失敗もしながらも、先輩

⽅に温かく⾒守っていただいて、

何とか⼀年を終えることができる

かなと思っております。ロータリーに⼊って⽇も浅いで

すが、こうやって司会をやらせていただいて、私の中で

は司会をしっかりやる、それにプラスして毎週来て先輩

⽅に挨拶をさせていただくことが⼤事だなと思って、な

るべく休まずに参加させていただくことができました。

私は打たれ弱いので、来週で終わりますので、終わって

から優しめにご指導いただければとお願いいたします。

本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 
紫陽花の季節ですねぇ〜 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2022-2023 年度 
7 ⽉の卓話スケジュール（案） 

5 ⽇ 2022-23 年度 
「榛村会⻑・阿部幹事就任の挨拶」 

12 ⽇ 五⼤奉仕・ロータリー財団・ 
⽶⼭員会委員⻑就任の挨拶 

19⽇ 例会休会⽇ 
26 ⽇ 各委員会委員⻑就任の挨拶（1） 

8 ⽉卓話スケジュール（案） 
2 ⽇ 各委員会委員⻑就任の挨拶（2） 
9⽇ お盆例会休会⽇ 

16 ⽇ 例会休会⽇ 
23 ⽇ 「卓話未定」 

30 ⽇ 「卓話未定」 

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。 


