
                                                                  
   
   
   
   
   

第第第２２２５５５８８８０００地地地区区区   

      
                        

      
 

 

２０２２-２０２３年度 スローガン      

「つなぐ」 
 

第２回 （通算１７７９回） ２０２２年７⽉１２⽇ 

◆◇◆ 本日の例会  ◆◇◆ 
〈１〉 開会点鐘・会⻑挨拶 〈７〉 6 ⽉皆出席表彰 2 名 
〈２〉 
〈３〉 

ロータリーソング 「四つのテス
ト」 
季節の歌 「サンタルチア」 

 
〈８〉 

古川会員 14 年  川会員 3 年 
6 ⽉ニコニコ⼤賞  萱森会員 

〈４〉 
〈５〉 

ビジター紹介 
幹事報告 

〈９〉 
〈10〉 

メークアップ報告 
委員会報告 

〈６〉 
 

出席状況報告 
 

〈11〉 
〈12〉 

ニコニコ BOX 報告 
閉会点鐘 

 
 

  
 

 
 

    
    

 
    
    
 
 

 
 

 
 

2022-2023 年度 国際ロータリーテーマ 「 IMAGINE
イ マ ジ ン

 ROTARY
ロ ー タ リ ー

 」   
   
 

WWWeeeeeekkklllyyy   RRReeepppooorrrttt  

 本⽇の例会  「各委員⻑ 就任の挨拶 No1」 
 

次回の例会 〈7/19〉 「例会休会⽇」 
〈7/26〉の例会 「各委員⻑ 就任の挨拶 No2」 
〈8/2〉の例会 「各委員⻑ 就任の挨拶 No3」 

◆◇◆ 本日の卓話  ◆◇◆ 



◆◇◆ 先回の例会記録 ◆◇◆ 
 

 

 

 

 

 
 

◆◇◆ 幹 事 報 告 ◆◇◆ 

① 各クラブから新年度の例会⽇程・例会休会⽇の
お知らせが届いております。メーキャップされ
る際は事前に事務局に確認のうえで出席して
ください。 

② 嶋村ガバナーのガバナー⽉信を皆様にメール
配信しております。ご確認ください。 

③ 8/7 開催予定の第 57 回インターアクト年次⼤
会のご案内を皆様にメール配信させていただ
きました。 

④ バギオだより第 91 号を配信いたしました。お
時間あるときにご覧ください。 

⑤ 那覇南ロータリークラブより「例会開始時間・
ビジター費変更のお知らせ」が届き、皆様にメ
ール配信いたしました。ご確認ください。 

⑥ ロータリーの友の事務所より、7 ⽉末まではコ
ロナ感染対策を講じた在宅勤務等継続のお知
らせが来ています。詳細については確認したい
⽅は事務局までお問合せください。 

⑦ ロータリー⽂庫運営委員会より「ロータリー⽂
庫 HP」の使⽤⽅法・パスワード等の通知⽂書
が届き、皆様にメール配信しておりますので、
ご確認をお願いいたします。 

⑧ ロータリーレートは 1 ドル 136 円です。 
⑨ 今⽉の例会予定のお知らせ 

2022 年 7 ⽉ 5 ⽇（⽕）12：30〜 ハイアット
リージェンシー東京 27F「エクセレンス」 

① 12 ⽇（⽕）12：30〜 ハイアットリ
ージェンシー東京 27F「エクセレン
ス」 

② 19 ⽇ 「例会休会⽇」 
③ 26 ⽇（⽕）12：30〜 ハイアットリ

ージェンシー東京 27F「エクセレン
ス」 

なお、12 ⽇（⽕）例会後 13：30〜より 「第
1 回クラブ協議会」を予定しております。各理

事・役員、各委員⻑の皆様、御参加をお願いい
たします。 

第 1 回理事会議事録 
2022 年 7 ⽉ 5 ⽇（⽕）11：00〜27F「スプレンダ
ー」にて「第 1 回理事・役員会」を開催しました。 
出席者：榛村、阿部、河東、深⾕、渡辺、松林、野
⼝、江上、花形、⼩野、⼩原、萱森、川松、 

 （敬称略/以上 13 名） 
【会⻑挨拶】 
例会運営はコロナの状況を⾒ながら健康第⼀で運
営していきたい。会員増強図りたい。オープン例会
などを活⽤しながら奉仕活動も⾏いたい。 
地区ガバナーは「元気なクラブを作る」が⽬標。萱
森さん・川松さん、地区の情報くださいね。 
【議題】 
1. ２０２１−２２年度会計及び基⾦引継ぎの件 

事務局に向かい通帳などちゃんと確認しまし
たと報告 

2. ２０２２−２３年度 委員会事業費および運
営予算審議の件 
阿部幹事より、収⽀予算表を提⽰説明した。昨
年度の 40周年記念誌代⾦・アトラクション費
⽤の⽀払いが完了しておらず、マイナススター
トとなることが承認された。 

3. ２０２２−２３年度 クラブ⽬標および活動
計画審議の件 
皆様から事前に提出いただいた内容で承認さ
れた。 

4. ２０２２−２３年度 委員会編成の件 
・委員会編成分担表の記載内容から、懸念点は
会報委員会の豊川さんの出席状況。 
豊川さんはなるべく出席するとのことだった
ので、副委員⻑やメンバーがフォローしていく
こととなった。 
・富永さんから健康上の理由により退会届が提
出された。定款から健康上の理由であれば１年
間の出席免除の規定があるので、それを活⽤し
出席免除ではどうかとの意⾒が阿部幹事から
出た。６か⽉休会扱いにして、病院の診断結果
から再度審議し、休会扱い 
後から再審議したらどうかという意⾒で、会⻑
幹事が富永さんと話をして決めるとのことと
なった。 
・公共イメージ向上委員⻑は牧さん繰上り、副

2022 年 7 ⽉ 5 ⽇ 第 1 回 （通算 1778 回） 
開会点鐘 榎本会⻑   27F「エクセレン
ス」 
＊ビジター紹介 1 名 藤原⾼⾏様（地区⻘
少年交換委員・東京御苑 RC） 
出席 28 名  ⽋席 3 名  出席率 
90.32％ 
前回の補正出席率 90.32％  



委員⻑は川松さんとなった。 
5. ２０２２−２３年度例会⽇及び⾏事審議の件 

例会および⾏事予定を⾒ながら年間予定を確
認した。 

6. その他（pets参加でガバナー意向を組む） 
① ガバナー公式訪問 
公式訪問確認書を⾒ながら 11 ⽉ 29 ⽇の
公式訪問のスケジュールを確認し、 
定款細則内規は現在のクラブ運営に適し
ているか改良しているか？ 

② クラブ協議会式次第に関して 
③ ニコニコのボックスのお⾦について 

内規 16条の改定について 第 1項「⼀般
会計に振替組み⼊れ」を削除したいとの
意⾒が渡辺さんからあった。第 2 項全⽂
を削除したらどうかとの意⾒が出た。あ
わせて 「ニコニコボックスのめやす」を
ポスティングすることとなった。 
147万円の繰越と 250万円（40周年記念
例会費⽤）の未払いがある。 
⼯藤さん・前⽥さんの⼊会⾦ 40万円は特
別事業積⽴⾦に振り替えず⼀般会とする
ことで承認された。 

以上の通りご報告いたします。副幹事 深⾕敏哉 
 

◆◇◆ ニコニコ BOX 報告 ◆◇◆ 

藤原⾼⾏様：榛村会⻑、阿部幹事、東京セントラル
パークロータリークラブの皆様、今年度
初例会 誠におめでとうございます。 

榛村会員：藤原さん、初の例会にありがとうござい
ます。また、⼀年間よろしくお願い致し
ます。 

後藤会員：出戻りですが、宜しくお願い致します。 
前⽥会員：榛村会⻑、役員の皆様、よろしく 81歳

の誕⽣⽇です。 
⼩林会員：榛村会⻑、阿部幹事、⼀年間宜しくお願

い致します。 
松林会員：榛村会⻑、阿部幹事、今年度よろしくお

願いします。 
⽩⽯会員：榛村会⻑、阿部幹事、1 年間よろしくお

願いします。ガンバッテ-！ 
花形会員：榛村会⻑、阿部幹事、1 年間よろしくお

願いします。7/12 の映画鑑賞会・ワイ
ン・酒粋会もよろしくお願いします。 

深⾕会員：妻の誕⽣⽇のお祝い、ありがとうござい
ます。 

河東会員：榛村さん、阿部さん、1 年間よろしくお
願いします。 

渡辺会員：シンちゃん、アベちゃん ガンバレ！ 
古川会員：榛村会⻑、阿部幹事、⼀年間がんばって

下さい。 
牧野会員：榛村会⻑、阿部幹事、⼀年間よろしくお

願いします。 
榎本会員：新会⻑、幹事 1 年間楽しんで下さい。 
萱森会員：①後藤さん宜しくお願いします。②本⽇

の結婚記念⽇ 30 周年です。よくもった
ナァ、あと何年⼀緒かな？ 

杉本会員：榛村会⻑、阿部幹事いよいよはじまりま
したね。⼀年間よろしくお願いします。
ニコニコと。 

川松会員：榛村会⻑、阿部幹事、1 年間宜しくお願
いします。後藤さん、これから宜しくお
願い致します。 

 
今週の合計  17件        83,000 円 
2017〜23 年の累計        3,176,286 円 
 
◆◇◆ 先 回 の 例 会 よ り  ◆◇◆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

前年度榎本会⻑・杉本幹事から榛村会⻑、 
阿部幹事へ役員章の授与がありました 

 
 
 
 
 
 
 
 

オープン例会をきっかけに再⼊会となった 
後藤貴之⽒の⼊会式 



 
 
 
 

 
 
 
 

7 ⽉のお誕⽣⽇・結婚記念⽇の皆さん 
おめでとうございます！ 

 
 
 
 
 
 
 
 

「地区納めの会」で退任の挨拶をする 
地区ポリオプラス委員⻑の川松会員 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

榎本直前会⻑の乾杯の挨拶 
 
◆◇◆ 先 回 の 卓 話 よ り  ◆◇◆ 

- 榛村浩⼀会⻑・阿部亮介幹事の 
就任挨拶（別紙掲載） - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  榛村浩⼀  副会⻑  河東宗⽂ 
幹  事  阿部亮介  会報委 員 ⻑  豊川奈帆 
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 

「サンタルチア」 
ナポリ民謡 

 

空に白き 月の光 

波を吹く そよ風よ 

空に白き 月の光 

波を吹く そよ風よ 

かなた島へ 友よゆかん 

サンタルチア サンタルチア 

かなた島へ 友よゆかん 

サンタルチア サンタルチア 

6 ⽉の皆出席 
阿部会員・榎本会員・⼩野会員・⼩原会員・
勝俣会員・河東会員・萱森会員・川松会員・
⼯藤会員・⼩林会員・⽩⽯会員・榛村会員・
杉本会員・富永会員・野⼝会員・花形会員・
深⾕会員・古川会員・前⽥会員・牧野会員・
牧 会員・松林会員・安⽥会員・安富会員・
渡辺会員         （以上 25 名） 
※ 誤りがございましたらお申し出ください。 



          

20220705 会⻑就任の挨拶 

会 ⻑   榛村 浩⼀ 
 
今年度(2022 年 7 ⽉ 1 ⽇)から RI 会⻑は、国際ロータリー初の⼥性会⻑として 

  

ウィンザー：ローズランド・ロタリ＾クラブ(カナダ・アンタリオ州)の会員です。  

ジェニファー・ジョーンズ⽒ 2022-23 年度のテーマ「イマジンロータリー」の発表が有りました。 
ジョーンズ⽒は講演の中で、世界にもたらせる変化を想像して⼤きな夢を抱き、  

その実現のためにロータリーの⼒をつながりを⽣かすよう呼びかけました。   

そして第 2580 地区の本年度嶋村ガバナーは RI 会⻑のテーマを受けて、   

2022-23 年度ガバナー信条として       

”ロータリーの未来のたまに⾏動しよう”(Take Action for Rotary Future”)・   

”世界の平和のために⼿を差しのべよう”(Reach Out for World Peace）   

を今年の地区の基本⽅針とされ地域との交流を挙げられました。    
          

 私は、いろんなことを踏まえて「つなぐ」をスローガンにしました。   

ロータリークラブの魅⼒、楽しさ、意義を改めてメンバーの皆様と認識共有できるような  

クラブ運営を⾏っていきたいと考えております。      

⼜、当クラブから地区役員に 5 名指名され当地区の考えを当クラブの理事会並びに例会等で発信して 
頂き会員の皆様がより良い奉仕の実践をできるよう、魅⼒あるクラブを創って参ります。  

地区幹事グループ（社会奉仕/国際⼤会推進担当）  萱森 由美 さん 
地区 R 財団部⾨ ロータリー平和フェローシップ委員会 委員⻑  川松 保夫 さん 

地区国際奉仕部⾨ 副委員⻑  松林 茂 さん 
地区⻘少年奉仕部⾨ ⻘少年交換委員会 委員  ⼩野 博⽂ さん 

地区制定案・決議案検討委員会 委員  渡辺 功⼀ さん 
          

ご存じのとおり全世界にまん延しております新型コロナウイルス感染症の影響により、  

社会が⼤きく影響を受け、ロータリークラブの活動はもちろん、    

個⼈の⽣活に極めて⼤きな制約が⽣じております。     

ワクチンの接種が進められているとはいえ、以前のような制約のない社会活動や⽣活ができるのは 
まだ先のことと⾔わざるを得ません。       

今年度１年間、感染予防しながら幹事ともども各委員会の⽅々と連携を図りながら、  



会員の皆様がより良い奉仕の実践をできるよう      

精⼀杯努めて参る所存ですので、よろしくお願い申し上げます。    
          
 

 クラブ会⻑エレクトとして、1 年前から国際ロータリー第 2580 地区からご連絡を頂
き、 
ーム嶋村を⽴ち上げ合⾔葉「元気なクラブになろう」のもと今までと違う 

  

多様化した新しい⼀⾯を進めて⾏きたいと思います。     

①MY ROTARYの登録・Facebook の登録・最後にロータリー賞の登録・・・・・・・  
         

〇 地区⾏事： チーム嶋村はスタートが早すぎると⾔われてきました。その原因には、  

地区⼤会を年度前半（9 ⽉ 9 ⽇ 〜10 ⽇）に開催するという事もあります。   

〇 ガバナー公式訪問(11 ⽉ 29⽇）は、クラブメンバーの皆さんとの対話を⼤切にしたいと考え、 
  ①ガバナー公式訪問の２週間より前の⽇程で、担当ガバナー補佐によるクラブ協議会を開催 
  ②ガバナー公式訪問当⽇ 10 時 30 分〜11 時 50 分 会⻑幹事⾯談会    

 12 時 30 分〜13 時 30 分 通常通りの例会 30 分のガバナーアドレス（卓話）   

 13 時 40 分〜15 時 00 分 ガバナー公式訪問フォーラム      

 ガバナー公式訪問フォーラムは、会⻑であるみなさんがクラブメンバーと共に   

話し合いたい内容をガ バナー補佐と検討して⾏っていただきます。    

「元気なクラブになろう」の合⾔葉の実現の繋げていただき たいと思います。   

〇 合同例会(2023 年 4⽉ 13 ⽇⽊）： 2022-23 年度は IM（インターシティミーティング） 
の開催をしません。その代わりにグループ単位での合同例会の開催をお願いしています。  

また、ガバナー補佐と共に、ロータリーの学び と親睦を深める機会として、   

グループ単位の会⻑幹事研修会を持回りで開催していただきます。    

〇 また、地区⾏事（世界ポリオデー2580、アースデー2580、Rotary Future フェスタ等） 
についても、クラブメンバーの積極的な参加を促すために、その開催⽇情報を早め にお伝えし、 
準備を進めていただきたいと考えて いることもあります。     

是⾮、様々地区⾏事や奉仕活動に多くのクラブメンバーが参加し、    

多様化したロータリーの新しい ⼀⾯を⾒出していただきたいです。    

このことが、「元気なクラブになろう」につながることと考えている ところです。  

〇 その他家族親睦忘年会 12 ⽉ 20 ⽇・世界⼤会（オーストラリイア・メルボルン)6⽉・  

  映画同好会・ワイン同好会・フレンドリーゴルフ・JCNN合同ゴルフ・  
 阿佐ヶ⾕ジャスストリート・・・・      



 
 

〇 社会奉仕活動計画として⾃動販売機売上広告として１）タイのアユタヤ２）ぶどうのいえ 
 ３）わんぱく相撲・・・・・    （認定特定⾮営利活動法⼈） 
具体的な施策として例会 コロナ禍の中、例会の運営については、会員のみなさんの安全を第⼀に、 
可能な範囲で通常に戻す。        

各事業についても、⼯夫をしていただき、開催時期も状況を⾒ながら決定したい。  

会員増強 情報集会などを有効に活⽤し、皆様で話し合う場を作り全員で増強を図る。  

奉仕活動のおいては、対外的には、社会奉仕、⻘少年奉仕において奉仕活動を企画する。  

地区ガバナーの運営⽅針にある「元気なクラブになろ！」を⽬指す。    

会員の親睦が深められ奉仕活動が⾏えるよう願いつつ、会員の皆様のご⽀援をお願いいたします。 
          
        以上 

          
          



20220705 幹事就任の挨拶 

幹 事   阿部 亮介 
 
わたくしがロータリーに⼊会したのは 2015 年ですので、今年で 7 年⽬となり
ました。⼊会した当初は右も左もわからずでしたが、これまでたくさんの先輩
⽅に⽀えられて、ロータリーライフを楽しんでこれたと感じています。 
ロータリーは、毎週の例会だけでなく、酒粋会やゴルフ同好会といった各種の
同好会など、様々に親睦を図れる場が⽤意されていて、主に私は、お酒を飲む
と⼝が達者になって本領発揮できるため、そうした同好会を通じてロータリー
の楽しさを感じられるようになったのかなと思っています。私が感じているセ
ントラルパークロータリークラブの楽しさは、会員みなさんといろんな交流し
たり活動したりできること、なのかなと感じている次第です。 
今年度、榛村会⻑のもとで幹事をお引き受けするにあたって、榛村会⻑のこの
「つなぐ」という会⻑スローガンを⾒たとき、私⾃⾝が感じているこのロータ
リーの楽しさをみなさんに同じように感じてもらえるように努めること、すな
わち、会員のみなさんの交流を深めて、みなさんを「つなげる」ように努める
ことが、幹事として役⽬なのかなと感じました。 
みなさん⼀⼈⼀⼈が⾃ら積極的にロータリーの楽しさを感じてもらって、結果
として魅⼒的なクラブとなれるように、幹事として努めていくこと、これを私
の幹事としての⽬標としたいと思います。 
新型コロナの影響で、コロナ以前とは異なる社会⽣活が続くことは否めません
が、セントラルパークロータリークラブなりの、榛村年度なりの『ニューノー
マル』な親睦や活動のやり⽅で、ロータリーが会員のみなさんにとって楽しみ
の１つとなるよう、幹事として運営・情報伝達・会⻑補佐等の責務を全うして
いきたいと思います。 
 
会⻑スローガンである「つなぐ」を、わたくしなりにですが、具体的に以下の
運営⽅針で実現して⾏きたいと考えています。 
①会員同⼠をつなぐ 
まず、さきほども申し上げたように、セントラルパークロータリークラブの楽
しさは個々の会員みなさんとの交流だと考えています。 
例会はもちろんですが、各種同好会等を通じて会員同⼠が顔を合わせ、共有す
る時間をより多く持てるよう親睦活動委員会と連携して企画していきたいと思
います。 
コロナの影響もだいぶ緩和してきていると思いますので、様⼦を⾒ながらです



が、酒粋会やゴルフ同好会等の積極的な開催を⼼掛け、みなさんがつながる交
流の場を以前のように増やしていきたいなと考えております。 
②情報をつなぐ 
クラブ内の⾏事等の情報を会員のみなさんにお届けすること、様々な情報のみ
なさんへの伝達がスムーズにいくように取り計らいたいと考えております。 
例会がお休みだった先週の⽕曜⽇に、ある会員から「間違えて例会に来ちゃい
ました」と連絡が来ました（笑）。事務局からみなさんに⽇程等のメールが⾏
っていると思いますが、情報量が多いこともあって、どうしても抜けてしまう
こともあると思います。 
そこで、いま、いろいろ考えているのですが、ラインのグループを作って、幹
事からみなさんに、「明⽇は例会です」とか、「酒粋会の申込期限は明⽇までで
すよ」、等の、事務局からの案内を補佐するような、リマインド的な発信をし
てみてはどうかなと考えています。 
これについては賛否それぞれ意⾒があると思います。こちらからの案内に対し
て、ひとつひとつ返事をするのが⼤変、等の意⾒を先⽇の被選理事会でいただ
きましたので、ひとまずは、返信不要の⼀⽅的な配信にしたいと考えています。
実際に上⼿くいくかですとか、配信する⼤変さとか、⾊々考えますと、わたく
し⾃⾝もすこし尻込みしているところもありますので、ひとまずは、試験的に、
理事役員会のメンバーでライングループを作ってやってみたいと思っています。
上⼿く運⽤出来て、活⽤できそうであれば、メンバー全員のグループラインを
作ってみたいと考えています。（頓挫した場合は、この話は忘れてください。） 
③地区とクラブをつなぐ 
萱森会員や松林会員を筆頭に、今年度は地区に役員・委員として出ていただい
ている会員が多くいます。これをよい機会と捉え、理事会や例会等で、地区各
委員会で⾏われていることを会員の皆様に伝達できるよう取り計らって、クラ
ブと地区を懸け橋となれるよう努めていきたいと考えています。 
 
以上、どこまで出来るかかなり未知数な部分もありますが、１年間、⼀⽣懸命
やっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。 


	第2 回週報
	20220705会長就任あいさつ
	20220705幹事就任あいさつ（卓話）原稿

