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人類に 
奉仕する 
ロータリー 

 RI 会長ジョン F.ジャーム  

本日の卓話      最終例会に当たり 
小田 孝志会長・奥山 聡幹事 

  
司会進行                 佐々木啓策会員 
開会点鐘                     小田 孝志会長 
ロータリーソング「我らの生業」 

ソングリーダー松浦 吉晃会員 
ゲスト・ビジター紹介        松島  健会員 
東京東江戸川 RC           嶋村 文男様  
7月入会者              安永 法行様 
 
東京東江戸川RC会長         嶋村 文男様 
地区クラブ奉仕委員長の土居さんには、卓
話や会員増強のことで大変ご指導頂きまし
た。本日はお礼を兼ねてお邪魔しました。
先ほど小田会長より、お茶の水はアトラン
タ国際大会に行っていないので紹介して下
さいとのことでしたのでお話しさせて頂きま
す。今年度は中身の濃い国際大会でした。特にビルゲ
イツ氏の講演は感動的で、ポリオの日本のリーダーで
ある青森県弘前アップル RCの関場 慶博氏の功績を称
えられ大変嬉しく思いました。シュプレヒコールが出
るような大変盛り上がった大会で、ロータリーの良さ
が再認識されましたので、今後も頑張って参ります。 
 
会長報告       本日の会長報告はございません              
 
幹事報告                 奥山 聡幹事 
＜地区関係行事＞本日の地区納めの会に、小田会長、
土居会員が出席、明日の地区立法案検討委員会と 23
日（金）五大奉仕委員長連絡会に土居会員が出席、
24日（土）米山奨学生懇親会に張会員が出席します。 

 
青少年交換委員会        俣野 幸昭委員長 
次年度、当クラブは青少年交換学生のホストクラブで、
スロバキアからの男子学生をお預かりします。ホスト
ファミリーを 4 組決めなければならないのですが、現
状は 1 組だけしか決まっておりません。ロータアン以
外の信用がおける方でしたら結構ですので、皆様ご協
力下さい。 
 

 

6月 22日（木）第 81回 茶楽会 （於）八王子 CC 
 

優勝：時田貴幸さん 

（牛島会員友人の入会候補予定者 ） 

2位：木宮 雅徳会員 

3位：小田 孝志会長 

小田会長賞：木宮 雅徳会員 
 
 
 

 
2017-18 年度事業計画の発表 

次年度委員長 
 

司会進行          青木 隆幸次年度幹事 
 
挨拶            牛島  聡次年度会長 
会長としての次年度方針につきましては、第 1 回目の
例会で申し上げます。本日は次年度委員長から事業計
画をお話しして頂きます。 
 
クラブ奉仕委員会・会員選考委員会 奥山 聡委員長 
前年度クラブ奉仕委員会の活動により、会員相互の交
流が進みました。炉辺会議や同好会活動など親睦の機
会も多く持たれました。この流れを受けて更に交流が
深まるように努めます。本年度、牛島会長の方針に基
づき、ロータリー活動の基本を学びそれを実践するこ
とにより、「例会に来て良かった」「皆と会えて楽しい」
魅力あるクラブ作りを目指します。そして、研修、奉
仕活動、懇親などを活用し、クラブがますます楽しく
なるようにしたいと思います。 
 
出席・SAA委員会        松浦 吉晃委員長 
例会出席は自分のクラブに対し行う最小限の奉仕です。
例会への出席を優先義務とし、欠席の止むを得ない場
合は、メークアップにてこれを補完する。そして、IM、
地区大会、国際大会等への出席を奨励します。 
SAAは例会が楽しく運営されるよう、心を配ります。特
にゲスト、ビジターを優先と致します。秩序とはスムー
ズな例会の流れをつくること。気品とはスマートな例
会の雰囲気をつくること。そして、風紀はクリーンな
例会の空間をつくることです。そのような例会を目指
します。 
 
親睦活動委員会        佐々木 啓策委員長 
まず、誕生日祝いですが、福島の農産物が風評被害に

ニコニコボックス              佐々木 啓策会員 

嶋村 文男様  初めて伺います。土居地区クラブ奉仕
委員長様には何度もクラブに来会頂
き、ご指導を頂きました。1 年間お世
話になりありがとうございました。 

奥山 聡幹事   例会もあと 2回。宜しくお願いします。 
合計 12,000円 累計 985,800円 

出席報告                     戸部 八郎会員 

会員数 34名 ゲ ス ト 1名 

出席数 21名 ビジター 1名 

欠席数 13名 6月 7日修正 70.00％ 



 

                                                    

あっているということですので、福島のお米にしまし
た。山下 憲男会員ご紹介の会社から福島のお米を自宅
にお送りします。7 月 14 日（金）納涼家族親睦会は 4
月にリニュアーアルされた大井競馬場のレストランで
サラブレットを見ながら食事をします。クリスマス家
族会は 12月 6日（水）ですが、まだ内容は決まってお
りません。また、プログラム委員会が企画しました、「10
月天理・奈良ツアー」をお手伝いします。 
 
プログラム委員会        髙山 肇委員長 
お茶の水の会員で良かったと思って頂ける卓話を用
意して参ります。例年と違う点は、「お茶の水」のエ
リアに関わる物語や文化をテーマに掲げました。卓
話をして頂く方が新入会員になって頂ける機会を作
れるのではないかと思います。そして、政治、経済、
健康、医療、衣食住に関わるテーマや当クラブ会員
の卓話を考えております。八木委員が 10月に天理・
奈良ツアーを企画しておりますので宜しくお願いい
たします。 
   
会員増強・退会防止委員会   土居 岩生委員長 
自分がロータリーを好きにならなければ、他の人を
誘えません。好きになるにはロータリーを知ること
が必要です。ロータリーの理念を知って頂き、最終
的には国際親善、そして平和に繋がるということを
研修を通して理解して頂ければと思います。次年度
は大原クラブ研修リーダーの下、研修が行われると
思います。会員増強に於いては、今年度の高山委員
長が布石を打って下さいました。間接的ではありま
すが、八木会員が素晴らしい HPを作って下さいまし
た。新会員の勧誘は全会員の事業です。 
 
雑誌会報・広報・R情報委員会 山下 秀一委員長 
「ロータリーの友」より感動、感銘、共感した記事
を例会で発表致します。各委員会の活動、他のクラ
ブの近況情報収集などを通じて楽しく皆で情報共有
できるようにして行きます。新入会員にはロータ
リーの正確な情報を伝える場を設けます。ホーム
ページを最大限活用して行きます。 
 
職業奉仕委員会       山下 憲男副委員長 
職場例会を開催し、専門業種への理解を深めるとし、
高山会員はじめ他の会員にご協力頂き開催致します。 
1 月の職業奉仕月間においては、職業奉仕に係る会
員卓話を実施しこれを学びます。そして、職業奉仕
に関する情報を収集し成果を報告致します。 
 
社会奉仕・環境保全委員会    木宮 雅徳委員 
友情ネットプロジェクト（復興支援事業）に支援。 
これは福島県の中学生とバレーボールを通しての交
流（元日本代表による指導）です。神田周辺の観光・
見学の予定です。毎月第一例会で「ロータリー希望
の風奨学金」への寄付を募ります。「月 1回断食基金」
で集まった基金で、千代田区障害者共助会のクリス
マス会または新年会に於いてプレゼント等を支援し
ます。「千代田区さくら基金」を支援。2020 年の東
京オリンピックに於けるロータリークラブの対応に
ついて考える。マラソン競技で走行するコースは、
①飯田橋～神保町～日比谷方面 ②神田駅（中央通り）
～須田町靖国通り～岩本町～東神田の靖国通り。以

上の国道を通過する。地域の応援、道路の植栽、カ
ラー舗装、景観等の支援をすることにより、オリン
ピック閉会後も地域の安定化に役立ち、RCの宣伝に
もなる。月 1回（土・日曜日）、グループを組んで千
代田区間を散策しながら清掃する。（ロータリーバッ
ジを着用する） 
 
国際奉仕・世界社会奉仕委員会 西村美智子副委員長 
2008-09 年度より継続支援しているブラジルに帰国
した日系ブラジル人の子供達への教育支援を引き続
き行います。タイ国北部チェンライ県の貧しい家庭
の子供たちに教育活動をしているチェンライＲＣ・
原田義之氏と協力し、教育的支援活動を継続します。
子供が売られない世界をつくる、認定ＮＰＯ法人「か
ものはしプロジェクト」に支援を行います。2580地
区の国際奉仕活動（日韓友好、日台友好、バギオ基
金）に積極的に参加し、支援を行う。 
 
米山・ロータリー財団委員会   張 碧華委員長 
公益財団法人ロータリー米山記念奨学会は、日本に
おいて外国人留学生に奨学金を贈る民間最大の奨学
活動を行う組織です。私の自論ですが、ロータリー
は譲り合い、助け合い、親睦があり成り立っている
と思います。米山奨学生は立派に学業を成就され母
国に戻り日本との友好親善に寄与されています。寄
付金があれば活動も質も高められます。また、米山
記念奨学会および、ロータリー財団の歴史、諸活動
を知り理解を深めることがより高い奉仕活動につな
がります。事業の遂行に関して会員のご理解とご協
力による寄付金が必要です。宜しくお願いいたしま
す。 
 
青少年奉仕委員会       俣野 幸昭委員長 
次世代にロータリーの精神を伝える大事なプログラ
ムだと思います。そして 5 年に一度ぐらいの青少年
交換学生のホストクラブが巡って参りました。大変
だと思いますが、異国からの若い次世代を担う奨学
生に日本のファンになっていただけるよう、クラブ
で働きかければと思います。過剰な物品を贈るので
はなく心でお迎えし、日本に来て良かったという気
持ちを持ってもらえる奉仕をと思っております。当
クラブは、インターアクト、ローターアクトを提唱
をしておりませんので、より多くのメンバーと共に、
2580地区内の年次大会等、次世代関連奉仕活動に参
加を致しましょう。私の娘が 10年前に東京 RCのロー
ターアクトに 2 年間所属していました。その時の経
験のおかげで成長でき、当時の方との交流も続いて
おります。価値ある奉仕活動だと思いますので、皆
様ご協力下さい。 
 
閉会点鐘                  小田 孝志会長 

卓話予定 
 

7/ 5 「第 1回例会に当たり」牛島会長・青木幹事 
7/12  14日（金）納涼家族親睦会に振替 
7/14  納涼家族親睦会（於）大井競馬場  
 


