
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

第 1196・1197 回 2019 年 11 月 6 日・13 日例会報告 Vol27-13 
第 1204 回 2019 年 12 月 25 日例会報告 Vol27-18 第 1199・1200・1201 回 2019 年 11 月 25・27 日・12 月 4 日例会報告 Vol27-15 

プログラム 
司会進行       牛島  聡会員 
開会点鐘        永井 一史会長 
我らの生業（ピアノ演奏のみ）       
ニコニコ報告     牛島  聡会員 
会長報告      永井 一史会長 
幹事報告      西村美智子幹事 
副幹事報告     木宮雅徳副幹事 
出席報告       張  碧華会員 
閉会点鐘        永井 一史会長 

      
今月のお誕生日 
6/27 小池会員、6/30 八木会員、6/30 戸
部会員です。おめでとうございます。 
 
休会中にお誕生日を迎えました、木宮会
員、西村幹事、笠原会員、松島会員、奥
山会員、張会員、斉藤会員、岩佐会員、
岡田会員、木村会員です。おめでとうご
ざいました。 

 
出席報告 
会員数 38名 ゲスト 0名 
出席数 23名 ビジター 0名 
欠席数 15名 合計 23名 

 
 
今後の行事および卓話予定 
7 /8  クラブ協議会 

「次年度事業計画の発表」 
7/15 クラブ協議会 

「次年度事業計画の発表」 
7/22 休会 
7/29 「未定」 
8/ 5 「未定」 
8/12 休会 
8/19 ガバナー公式訪問 
 

 

 

第 1202 回 2019 年 12 月 11 日例会報告 Vol27-16 

本日の卓話         第１回例会にあたり 

会長 山下 憲男・幹事 木宮 雅徳 

未定 

第 1215 回 2020 年 6 月 24 日例会報告 Vol27-26 

永井 一史会長 
・俣野会員に米山奨学生カウンセラーの委嘱状が届いておりますので
お渡しいたします。 

・張 碧華会員より、米山奨学会特別寄付に 10万円頂戴しました。
ありがとうございます。 

・当クラブに 21回米山功労クラブの表彰状が届いております。特
別寄付が累計 2,100万円になりました。 

・神田 RC香取会長より、本日出席したいとの申し出がありました
が、会員だけの例会とお伝えしたところ、香取会長よりニコニコ
を賜りました。 

 
西村 美智子幹事 
・本年度のニコニコボックスは 619,600円ご協力ありがとうござい

ました。（月 1回断食基金は 77,916 円）                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
木宮 雅徳副幹事 
・7月参集下さい。 
・次年度例会担当表を配布いたしましたのでご確認下さい。  

 

ニコニコボックス 
香取 純一会長（東京神田 RC）より頂戴しました。 
永井 一史会長 皆様お久しぶりです。お元気にお会い出来、大変うれ

しく思います。 
西村美智子幹事 １年間有難うございました。山下会長エレクト、木宮

副幹事、次年度はどうぞ宜しくお願いします。 
青木 隆幸会員 会長、幹事、役員の皆様一年間大変お疲れ様でした。 
張  碧華会員 奉仕の力、コロナに負けない。 
土居 岩生会員 永井年度、大変お疲れ様でした。今の状態は今後も続

きますネ。 
木宮 雅徳会員 永井会長、おつかれ様でした。 
大原 正道会員 皆さん、お久しぶりです。コロナに負けずに頑張りま

しょう。 
俣野 幸昭会員 永井会長、西村幹事、一年間（９ヶ月）大変おつかれ

様でした。色々とアクシデント対応の一年でしたね。
来る山下新会長、木宮新幹事、お世話になります。 

奥山  聡会員 永井会長、西村幹事、１年間ありがとうございました。 
斉藤 雅夫会員 永井会長、西村幹事、お疲れ様でした。 
髙山  肇会員 皆さんとの再会を祝して。 
牛島  聡会員 永井会長、西村幹事、一年間お疲れ様でした！ 
山下 憲男会員 皆様と元気なお姿でお会いできてうれしいです。 
 

計 107,000円 累計 619,600円 



 
早いもので本日６月２４日(水)の例会が私の会長年

度の最後の例会となりました。 
まずは、本日を迎えることが出来ましたのも会員皆様の
ご支援、ご協力のお蔭と心より感謝申し上げます。 
永井年度はまさに波乱の年度となってしまいました。

昨年 7月に会長に就任し、体だけは自信があった私が帯
状疱疹の為、8 月 9 月の 2 か月間会長として例会に出席
できず、奥山前会長、西村幹事はじめ会員の皆様に大変
なご迷惑をお掛けしてしまいました。また、今年の 3月
の例会から先週の 6 月 17 日の例会までコロナの為に休
会せざるを得なくなってしまったことです。残念でなり
ません。 
私は会長として、コロナで例会が休会の間もなんとか

当クラブ会員相互のコミュニケーションを取る方法が
ないか考えて、①会員の近況報告を毎週 2～3 名づつメ
ールにて会員全員に送付する②理事役員会・例会のオン
ラインによる開催を実施いたしました。また事務局とは
頻繁に電話・メールで連絡を取りながら東京お茶の水ロ
ータリークラブとしての運営維持に極力努力をしてま
いりましたが、会員の皆様にとっては不満足な面が多々
あったことと拝察いたしております。お許しください。 
私は昨年 7 月に第 27 代会長に就任するにあたり、下

記２２項目の行動目標を掲げました。 
（１）クラブ奉仕活動 6項目 （２）職業奉仕２項目 （３）
社会奉仕 3項目 （４）国際奉仕 3項目 （５）青少年
奉仕１項目 （６）プログラム委員会 1項目 （７）ロ
ータリー情報委員会２項目 （８）親睦活動３項目 （９）
米山委員１項目 
上記行動目標の自己採点ですが、実績が出来た項目を〇、
実績を上げられなかった項目を×、中間を△といたしま
した。 
その結果は、（１）クラブ奉仕活動〇１、△３、×２ （２）
職業奉仕×２ （３）社会奉仕〇２ △１ （４）国際
奉仕△２、×１ （５）青少年奉仕△１ （６）プログ
ラム委員会〇１ （７）ロータリー情報委員会〇１、×
１ （８）親睦活動△１、×２ （９）米山委員会△１  
総計２２項目について〇が５個で２３％ △が９個

で４１％ ×が８個で３６％となりました。 
各委員長、委員の方々には大変なご協力、ご支援を頂

き本当にありがとうございました。 
私の年度で達成できなかった項目は申し訳ありません
が、次の山下会長にバトンを手渡したい
と思います。 
あらためて、会員皆様に御礼と感謝を

申し上げ会長の退任のご挨拶といたしま
す。 

 
 
 

 

 
1．皆様、1年間有難うございました！ 

1 年前の幹事としての所信表明では、①前例主義で
はなく合理主義で行くこと、②会長方針を理解し実行
を最大限サポートすること、③ロータリーの基本に則
り、会員の奉仕活動や親睦を促進することを掲げまし
た。一生懸命取り組みましたが、想定外の出来事が多
発したこともあり、達成度は自信ないものの、会員の
絆は深まったような気がしています。 
 
2．1年間を振り返ってみたいと思います。 
クラブの 5大ニュースは以下の通りと考えます。 
①  会員の健康面で重大な事件 

永井会長が帯状疱疹、木村会員が落下事故で長期
休暇、その他複数の会員の入院等 

②  新型コロナウィルスのパンデミックの影響 
世界的な外出自粛、経済危機。例会／理事役員会
は数ヶ月中止、6月よりオンラインにて開催 

③  当クラブのキャッチコピー決定 
「千代田から、世界に広げよう奉仕の輪」 

④  地区大会：沖縄にて開催 
会員有志が参加、ウォーキング・クリーン・プロ
ジェクトが意義ある奉仕として受賞 

⑤  当クラブの課題の認識 
・財務の健全化（過去の剰余金の使途やニコニコの
在り方を含む） 
・地区とクラブの活動の在り方 
・家族も巻き込んだ形での旅行や親睦 

 
3．地区の職業奉仕副委員長も兼務、かつ、RLI にも
参加していた中で、個人的に印象に残った 5大イベン
トは次の通りです。 
① 地区大会（＠沖縄） 

沖縄の重たい歴史、異文化振りを肌で感じ、2580
地区の多様性を改めて感じました 

② クリスマス会（＠如水会館） 
DJや音楽編集、クイズ、サンタのコスプレ等、
全て手作りで温かいクリスマス会となりました 

③ 地区の活動 
（i）地区職業奉仕委員会で「事業承継」をテーマ
として 3回開催したセミナーは有意義でした 
（ii）RLIリーダーシップ勉強会シリーズでは、学
ぶべきことが盛沢山と実感しました 

④ 神田 RCとの合同例会（＠松本楼） 
緑の木々に囲まれた中での合同例会では、神田 RC
の方々と和やかに交流できました 

⑤ 初のバーチャル国際大会 
グローバルでコロナ対応しつつ、超我の奉
仕及び高潔性等の中核的価値観を以て、障
害を乗り越えて心を開き、これをチャンス
と捉えて活かし、世界にインパクトを与え
続ける存在であろう！というメッセージ
に打たれました 

 

創 立  1993年 10月 13日(平成 5年)                       
例会日  毎週水曜日 12:30～13:30                                                         
事務局 〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-2-2  

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ九段 906号 
Tel：03-3288-7300  Fax：03-3288-7400 
http://tokyo-orc.jp/   
E-mail:ocha-rc@sirius.ocn.ne.jp 

例会場  ホテルグランドパレス  
 Tel：03-3264-1111 

会 長：永井 一史  幹 事：西村美智子 
会報委員長：松島 健  
会報委員：木村・木宮・佐々木・八木・山下  
 

最終例会にあたり 
会長 永井 一史 

皆様への御礼及び 1年間の振り返り 

幹事 西村 美智子 

http://tokyo-orc.jp/

