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金色に輝く太陽の様に明るくエネルギーにあふれる私達。

　青い薔薇の花言葉は「誠意」です。

　「誠意」と共に海を越え奉仕活動につくします。
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東京中央新ロータリークラブ　

　　　　会長　岡田　敏江

ご 挨 拶

　記念すべき年に会長に任命されました岡田敏江でございます。ただいま責任の重さをひしひしと感じ、

身の引き締まる思いでございます。

　お陰様でわたくしども東京中央新ロータリークラブは、創立 10 周年を迎えることができました。これ

もひとえに歴代ガバナーをはじめ地区役員の皆様、銀座日本橋グループ会長、幹事の皆様、そして、今

日までわたくしたちを育ててくださいました東京中央ロータリークラブの皆様のおかげと心より感謝を

申し上げます。

　思い起こしますと、2000年の７月に東京中央ロータリークラブの創立15周年を記念して女性を中心と

したクラブを立ちあげる趣旨から、故 本橋浩一特別代表を先頭に東京中央ロータリークラブの皆様が総

力を挙げ、計画、準備、実行を重ね2001年７月に産声を上げることができました。

　初年度坂口美代子会長の下、女性 20 名・男性８名、合計 28 名のチャーターメンバーから、スタートを

致しました。

　創立以来、故 本橋特別代表をはじめ、東京中央ロータリークラブの皆様にはいつも温かいまなざしで

ご指導をいただいてまいりました。そして、本日お越しの皆様がたのご尽力のお陰で、今日の佳き日を

迎えることが出来ましたことに改めまして御礼を申し上げます。

　この 10 年間を振り返りますと、奉仕活動では日本の伝統文化を大切にとの思いで、着物プロジェクト

を立ち上げ、会員同士の着付けの勉強、留学生に着付け指導、お茶会の開催、大阪国際大会に着物姿で

参加と着物文化を広める努力を致しました。

　女性の多いクラブの特徴を活かし、子供達への奉仕活動にも力を入れております。毎年８月には（社

会福祉法人）児童養護施設東京育成園の子供達と楽しいキャンプを行ない、春には園に伺いアニメ上映

会も実施しています。また、中央区の児童を引率して画廊巡りを行ない、素晴らしい作品を見たり触れ

たりする事により子供たちが心豊かに成長されることを活動の一環に致しました。国際的な活動といた

しましては、サモアの幼稚園および小学校に本・本棚、および学用品を寄贈し、識字率向上に寄与いた

しました。2008年から 2009年には、2750地区の要請を受けてタイから交換留学生を受け入れました。

　このように、10年の間、日本文化と子どもを中心に奉仕活動をしてまいりました。

　わたくしどものクラブは、７割の女性会員が占めています。10 周年を機に、女性ならではの心配り、

気配りをさらに大切に、これからも努力してまいりたいと思います。

　　　日々の出来事や出会いを大切に。

　　　　　常に感謝の気持ちを忘れず。

　　　　　　　心豊かに過ごす。

　　　　　　　　　人を幸せにするような心配りができる。

　さらに周りの人の笑顔は自分の喜びとして返ってくるような、楽しいクラブにしたいと思っております。

　これからの 10 年は今まで以上に研鑽に努め、奉仕を中心とした活動に力を注いでまいります。しかし

ながらまだまだ微力なところもございます。今後も皆様のご指導、ご尽力、ご鞭撻を賜りますよう心よ

りお願い申し上げます。

　簡単ではございますがわたくしのお礼の挨拶とさせていただきます。
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国際ロータリー　第2750地区　

　　　　ガバナー　片倉　章雄

ご 祝 詞

　東京中央新ロータリー・クラブ　岡田会長、甘糟幹事、槇大会委員長、そして会員の皆様方、創立

10 周年誠におめでとうございます。

　2001 年、東京中央ロータリー・クラブ　本橋様を特別代表として創立され、当時女性会員を中心と

した輝かしいクラブとして注目されました。

　私は当時松崎年度のガバナー補佐として東京中央新ロータリー・クラブの創立総会にも列席させて

いただき、初代坂口会長の素晴らしいスピーチを拝聴させていただきました。その時のビチャイ・ラ

タクルＲＩ会長はタイ国の方で、テーマは「慈愛の種を播きましょう」と提唱され、Ｄ.Ｌ.Ｐ. ボトム

アップといった本来のロータリーの方針を示され、松崎ガバナーをはじめ私達一同大いに感動いたし

ました。

　あれから 10 年、日本経済は下降線をたどり、毎年各クラブの会長方は会員維持に大変ご苦労され

た事と思いますが、東京中央新ロータリー・クラブに於いては創立以来の会員数を維持され、これは

理想的なクラブ運営がなされておられる結果であると感服申し上げます。

　本年度カルヤン・バネルジーＲＩ会長はインド出身の方で、10 年前のラタクル氏と同じ東洋哲学を

基調としたテーマ「こころの中を見つめよう　博愛を広げるために」と提唱されました。私達日本人

の心には、抵抗なく沁みこむような共感を覚えます。

　10 年前、ガバナー補佐の時に受けた感動がガバナーを拝命した今日再び甦り、何か宿命を感じており

ます。

　 「クラブは会長が良ければ良くなり、良いリーダーが良いクラブを作ります。リーダーが無関心な

らクラブも無関心になります。ですから支援する事がＲＩ会長としての私の務めだと考えています。」

とバネルジー会長は言われます。

　本年度は東日本大震災復興支援といった大変な問題もありますが、岡田会長の下、５年、10 年と益々

充実したクラブとして発展されますよう祈念いたしまして、東京中央新ロータリー・クラブ 10周年の

お祝いの言葉とさせていただきます。

白水　真子

並木　咲樹



東京中央　ロータリークラブ　

　　　　会長　入 交　太三雄

ご 祝 詞

　このたび、東京中央新ロータリークラブが創立 10 周年を迎えられましたことを、先ずは心よりお慶

び申し上げます。

　私ども東京中央ロータリークラブでは、10 年前、創立 15 周年記念事業として本橋浩一記念事業実行

委員長が中心となって、聴覚障害者支援のための手話ビデオを制作し、日本全国の主要病院、福祉関連

施設等に配布する奉仕活動を実施してまいりましたが、それと同時に、新しいロータリ―クラブの創立、

それも女性を中心としたクラブの創立が企画され、関連の皆様のご協力を得て、東京中央新ロータリー

クラブが誕生いたしました。

　爾来、歴代会長のもと、女性ならではの発想で、クラブの運営、数々の奉仕活動の実績を残され、今日

を迎えられましたことは、会員の皆様の大きなご努力の賜であります。

　21 世紀は女性の世紀といわれておりますように、ビジネスのあらゆる分野での女性の活躍は目覚ま

しいものがあり、こうした時代の流れを背景に女性中心の東京中央新ロータリークラブの前途は大き

く開かれているものと確信いたします。

　創立 10 周年を大きな節目として更なるご発展を心からお祈り申し上げます。

ご 祝 詞

活動内容活動内容

２０１０年７月１日　～　２０１０年６月３０日

クリスマス会

育成園の子供達とサマーキャンプ

へたっぴゴルフ同好会

移動例会（八ヶ岳）

お誕生日会

最終例会　時枝会長挨拶

134 2010年度

平成22年７月・10月
　　　　小学生美術鑑賞プロジェクト（画廊めぐり）　
平成22年８月
 　　　東京育成園サマーキャンプ（野尻湖）　

平成22年８月・11月　ゴルフへったぴの会

平成22年11月　　　　ガバナー公式訪問

平成22年12月　　本橋浩一お別れの会

平成22年12月　　クリスマス例会

平成23年２月　　東京マラソンボランティア

平成23年４月　　東京育成園アニメ上映

平成23年６月　　親睦旅行（移動例会）

時枝会長時枝会長 永田幹事永田幹事

　東京中央新ロータリークラブが創立10周年を迎えられた事を心からお喜び申し上げます。

　私共東京築地ロータリクラブは今年創立43年を迎えており、人間の世界に例えますと若干32の年で

孫をもうける事が出来、その孫が健やかに育ち今年で10歳の誕生日を迎えるまでに成長されたました

事に対し、喜びと共に感謝の念で一杯であります。

　この事は一重に東京中央ロータリークラブの、類まれなる父親の甲斐性と愛の賜物であり深く敬意

を表するところであります。

　今年度ＲＩ会長の強調事項の中で「強い家族を築く」と言う言葉が述べられておりますが築地の親

であります東京銀座ロータリークラブ、そして兄弟であります東京銀座新ロータリークラブを合わせ

ますと、我々はロータリーと言う絆で結ばれた５つのクラブからなる、実に誇らしい「大家族」を構

成している訳であります。

　今後はこの大家族がもっともっとお互いを良く知り合い、強い心で結びつき、慈しみ、敬い、共通

の目的であります｢奉仕活動｣の実践において１家族では困難と思われる｢夢｣の実現に向かって手を携

え歩もうではありませんか。

　この大家族の中でも末っ子の中央新は、唯一女系家族というユニークな存在でありますが、親を始

め、親族の大きな愛情を一身に受け家族の一員として、今後益々大きく力強い存在に成長されます事

を心から祈念しお祝いの言葉と致します。

東京築地ロータリークラブ　

　　　　会長　山 下　晋 彦



合同クリスマスパーティ

手話コンサート ２周年記念ケーキ入刀

活動内容活動内容
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平成21年７月・９月
小学生美術鑑賞プロジェクト（画廊めぐり）

　
平成21年８月
　　　　東京育成園サマーキャンプ（御殿場）

平成21年10月　　ガバナー公式訪問

平成21年12月　　合同クリスマス

平成22年３月　　親睦旅行（伊勢）

平成22年２月　　東京育成園アニメ上映会

平成22年２月　　東京マラソンボランティア

２００９年７月１日　～　２０１０年６月３０日

2009年度

小堀会長小堀会長 安藤幹事安藤幹事 坂口会長坂口会長 小林幹事小林幹事

東京中央新ロータリークラブの創立総会

東京マラソンボランティアスタッフ

三重 親睦旅行

ガバナー公式訪問
伊勢神宮　参拝

育成園でアニメ上映会

画廊めぐり

インフォーマルミーティング（雅山）にて クリスマス会

創 立 総 会

活動内容活動内容

2001年～2002年度

～平成13年６月　　　  設立準備委員会開催
平成13年７月16日　　　創立総会
平成13年10月25、26日　第2750地区　地区大会
平成13年12月１日　　　ロータリー研究会
平成13年12月17日　　　合同クリスマスパーティ
平成14年２月28日　　　チャーターナイト
平成14年５月22日　　　チャリティーゴルフ
平成14年８月23日　　　懇親旅行

平成14年８月23日　　リサイクルバザー出店
平成14年９月６日　　１周年記念　感謝の夕べ
平成14年10月28日　　職業奉仕　会社見学
平成14年11月11日　　JGFRゴルフコンペ
平成14年12月20日　　合同クリスマスパーティ
平成15年１月29日　　当クラブ　正月ゴルフコンペ
平成15年３月19日　　千代田地区　ゴルフコンペ
平成15年６月30日　　２周年記念パーティー

２００１年７月１日　～　２００3年６月３０日

チャーターナイト
一
周
年
記
念

二周年記念

5



活動内容活動内容
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２００３年７月１日　～　２００５年６月３０日

平成15年７月26日　大磯花火を楽しむ会
平成15年８月29日　懇親旅行
平成15年10月27日　職業奉仕　会社見学
平成15年12月８日　着物プロジェクト　例会初披露
平成15年12月22日　合同クリスマスパーティ
平成16年１月31日　お茶会「着物と遊ぶ」
平成16年３月28日　着物プロジェクト
平成16年４月５日　JGFRゴルフコンペ
平成16年４月７日　お花見　インフォーマルミーティング
平成16年５月22日　国際ロータリー　年次大会(大阪)
平成16年６月20日　諏訪で遊ぶ　一泊旅行

梅島会長梅島会長 世木幹事世木幹事

平成16年８月13日　リサイクルバザー出店

平成16年８月27日　懇親旅行

平成16年10月31日　スペシャルオリンピックス

　　　　　　　　　トーチラン参加

平成16年11月13日　職業奉仕　会社見学

平成16年12月24日　合同クリスマスパーティ

平成17年４月23日　春のチャリティーオークション

　　　　　　　　　花茶会

山本会長山本会長 蜂谷幹事蜂谷幹事

2003年～2004年度

着物プロジェクト

国際ロータリー　年次大会(大阪）

スペシャルオリンピックス　トーチラン参加

職業奉仕　会社見学

春のチャリティーオークション　花茶会

藤田会長と留学生ビーちゃん

サモアへ絵本、本棚を寄贈

今月のお誕生日会

サマーキャンプ

新年会（金田中にて）2004年クリスマス会

活動内容活動内容

平成20年８月
　　　 東京育成園サマーキャンプ（御殿場）
　　　 青少年交換留学生受入れ

平成20年10月　　親睦旅行（浜名湖）

平成20年10月　　ガバナー公式訪問

平成20年12月　　合同クリスマス

平成21年２月　　東京育成園映写会

平成21年３月　　東京マラソンボランティア

藤田会長藤田会長 石川幹事石川幹事

大磯花火を楽しむ会

２００８年７月１日　～　２００９年６月３０日

2008年度



活動内容活動内容活動内容活動内容
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２００５年７月１日　～　２００７年６月３０日２００７年７月１日　～　２００８年６月３０日

平成19年８月　　鹿児島県大隈少年自然の家
　　　　　　　　サマーキャンプ

平成19年８月　　サモア奉仕活動

平成19年10月　　ガバナー公式訪問

平成19年11月　　親睦旅行（熱海）

平成19年12月　　クリスマス会

平成20年２月　　東京マラソンボランティア

2005年～2006年度2007年度

平成17年８月９日～大隈少年自然の家
　　　　　　　　　サマーキャンプ
平成17年９月27日　職業奉仕　会社見学
平成17年11月６日　JGFRゴルフコンペ
平成17年12月22日　合同クリスマスパーティ
平成18年３月３日～４日　懇親旅行　初島
平成18年３月23日　2750地区　ゴルフ大会
平成18年５月23日　チャリティーゴルフ大会
平成18年５月24日　サモア奉仕活動丸山会長丸山会長 鰐渕幹事鰐渕幹事

平成18年７月　５周年記念
平成18年７月　サモア奉仕活動
平成18年８月　大隈少年自然の家
　　　　　　　サマーキャンプ
平成18年12月　合同クリスマス会
平成19年１月　新年会
平成19年５月　親睦旅行

平本会長平本会長 時枝幹事時枝幹事

大隈少年自然の家　サマーキャンプ

那須　親睦旅行
新年会

（かるた大会）

＊2005年のサモア奉仕活動

＊
使
用
済
み
の
切
手
を
収
集
し
て

　聖
明
園
様
に
お
送
り
し
ま
し
た

5月24日　サモア小学校読本寄贈

11月　熱海にて親睦旅行

理事会風景

大隈少年自然の家で児童養護施設の子どもたちと

世木会長世木会長 川本幹事川本幹事



創立５周年
8 9

東京ロータリークラブ大槻会長
から御祝辞を頂戴しました

故本橋特別代表から御祝辞を頂戴しました

皆出席表彰

平本会長謝辞

初代坂口会長と平本会長

マジックショー

手に手つないで大合唱　
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東京ロータリークラブ大槻会長
から御祝辞を頂戴しました

故本橋特別代表から御祝辞を頂戴しました

皆出席表彰

平本会長謝辞

初代坂口会長と平本会長

マジックショー

手に手つないで大合唱　



活動内容活動内容活動内容活動内容
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２００５年７月１日　～　２００７年６月３０日２００７年７月１日　～　２００８年６月３０日

平成19年８月　　鹿児島県大隈少年自然の家
　　　　　　　　サマーキャンプ

平成19年８月　　サモア奉仕活動

平成19年10月　　ガバナー公式訪問

平成19年11月　　親睦旅行（熱海）

平成19年12月　　クリスマス会

平成20年２月　　東京マラソンボランティア

2005年～2006年度2007年度

平成17年８月９日～大隈少年自然の家
　　　　　　　　　サマーキャンプ
平成17年９月27日　職業奉仕　会社見学
平成17年11月６日　JGFRゴルフコンペ
平成17年12月22日　合同クリスマスパーティ
平成18年３月３日～４日　懇親旅行　初島
平成18年３月23日　2750地区　ゴルフ大会
平成18年５月23日　チャリティーゴルフ大会
平成18年５月24日　サモア奉仕活動丸山会長丸山会長 鰐渕幹事鰐渕幹事

平成18年７月　５周年記念
平成18年７月　サモア奉仕活動
平成18年８月　大隈少年自然の家
　　　　　　　サマーキャンプ
平成18年12月　合同クリスマス会
平成19年１月　新年会
平成19年５月　親睦旅行

平本会長平本会長 時枝幹事時枝幹事

大隈少年自然の家　サマーキャンプ

那須　親睦旅行
新年会

（かるた大会）

＊2005年のサモア奉仕活動

＊
使
用
済
み
の
切
手
を
収
集
し
て

　聖
明
園
様
に
お
送
り
し
ま
し
た

5月24日　サモア小学校読本寄贈

11月　熱海にて親睦旅行

理事会風景

大隈少年自然の家で児童養護施設の子どもたちと

世木会長世木会長 川本幹事川本幹事



活動内容活動内容
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２００３年７月１日　～　２００５年６月３０日

平成15年７月26日　大磯花火を楽しむ会
平成15年８月29日　懇親旅行
平成15年10月27日　職業奉仕　会社見学
平成15年12月８日　着物プロジェクト　例会初披露
平成15年12月22日　合同クリスマスパーティ
平成16年１月31日　お茶会「着物と遊ぶ」
平成16年３月28日　着物プロジェクト
平成16年４月５日　JGFRゴルフコンペ
平成16年４月７日　お花見　インフォーマルミーティング
平成16年５月22日　国際ロータリー　年次大会(大阪)
平成16年６月20日　諏訪で遊ぶ　一泊旅行

梅島会長梅島会長 世木幹事世木幹事

平成16年８月13日　リサイクルバザー出店

平成16年８月27日　懇親旅行

平成16年10月31日　スペシャルオリンピックス

　　　　　　　　　トーチラン参加

平成16年11月13日　職業奉仕　会社見学

平成16年12月24日　合同クリスマスパーティ

平成17年４月23日　春のチャリティーオークション

　　　　　　　　　花茶会

山本会長山本会長 蜂谷幹事蜂谷幹事

2003年～2004年度

着物プロジェクト

国際ロータリー　年次大会(大阪）

スペシャルオリンピックス　トーチラン参加

職業奉仕　会社見学

春のチャリティーオークション　花茶会

藤田会長と留学生ビーちゃん

サモアへ絵本、本棚を寄贈

今月のお誕生日会

サマーキャンプ

新年会（金田中にて）2004年クリスマス会

活動内容活動内容

平成20年８月
　　　 東京育成園サマーキャンプ（御殿場）
　　　 青少年交換留学生受入れ

平成20年10月　　親睦旅行（浜名湖）

平成20年10月　　ガバナー公式訪問

平成20年12月　　合同クリスマス

平成21年２月　　東京育成園映写会

平成21年３月　　東京マラソンボランティア

藤田会長藤田会長 石川幹事石川幹事

大磯花火を楽しむ会

２００８年７月１日　～　２００９年６月３０日

2008年度



合同クリスマスパーティ

手話コンサート ２周年記念ケーキ入刀

活動内容活動内容
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平成21年７月・９月
小学生美術鑑賞プロジェクト（画廊めぐり）

　
平成21年８月
　　　　東京育成園サマーキャンプ（御殿場）

平成21年10月　　ガバナー公式訪問

平成21年12月　　合同クリスマス

平成22年３月　　親睦旅行（伊勢）

平成22年２月　　東京育成園アニメ上映会

平成22年２月　　東京マラソンボランティア

２００９年７月１日　～　２０１０年６月３０日

2009年度

小堀会長小堀会長 安藤幹事安藤幹事 坂口会長坂口会長 小林幹事小林幹事

東京中央新ロータリークラブの創立総会

東京マラソンボランティアスタッフ

三重 親睦旅行

ガバナー公式訪問
伊勢神宮　参拝

育成園でアニメ上映会

画廊めぐり

インフォーマルミーティング（雅山）にて クリスマス会

創 立 総 会

活動内容活動内容

2001年～2002年度

～平成13年６月　　　  設立準備委員会開催
平成13年７月16日　　　創立総会
平成13年10月25、26日　第2750地区　地区大会
平成13年12月１日　　　ロータリー研究会
平成13年12月17日　　　合同クリスマスパーティ
平成14年２月28日　　　チャーターナイト
平成14年５月22日　　　チャリティーゴルフ
平成14年８月23日　　　懇親旅行

平成14年８月23日　　リサイクルバザー出店
平成14年９月６日　　１周年記念　感謝の夕べ
平成14年10月28日　　職業奉仕　会社見学
平成14年11月11日　　JGFRゴルフコンペ
平成14年12月20日　　合同クリスマスパーティ
平成15年１月29日　　当クラブ　正月ゴルフコンペ
平成15年３月19日　　千代田地区　ゴルフコンペ
平成15年６月30日　　２周年記念パーティー

２００１年７月１日　～　２００3年６月３０日

チャーターナイト
一
周
年
記
念

二周年記念

5



東京中央　ロータリークラブ　

　　　　会長　入 交　太三雄

ご 祝 詞

　このたび、東京中央新ロータリークラブが創立 10 周年を迎えられましたことを、先ずは心よりお慶

び申し上げます。

　私ども東京中央ロータリークラブでは、10 年前、創立 15 周年記念事業として本橋浩一記念事業実行

委員長が中心となって、聴覚障害者支援のための手話ビデオを制作し、日本全国の主要病院、福祉関連

施設等に配布する奉仕活動を実施してまいりましたが、それと同時に、新しいロータリ―クラブの創立、

それも女性を中心としたクラブの創立が企画され、関連の皆様のご協力を得て、東京中央新ロータリー

クラブが誕生いたしました。

　爾来、歴代会長のもと、女性ならではの発想で、クラブの運営、数々の奉仕活動の実績を残され、今日

を迎えられましたことは、会員の皆様の大きなご努力の賜であります。

　21 世紀は女性の世紀といわれておりますように、ビジネスのあらゆる分野での女性の活躍は目覚ま

しいものがあり、こうした時代の流れを背景に女性中心の東京中央新ロータリークラブの前途は大き

く開かれているものと確信いたします。

　創立 10 周年を大きな節目として更なるご発展を心からお祈り申し上げます。

ご 祝 詞

活動内容活動内容

２０１０年７月１日　～　２０１０年６月３０日

クリスマス会

育成園の子供達とサマーキャンプ

へたっぴゴルフ同好会

移動例会（八ヶ岳）

お誕生日会

最終例会　時枝会長挨拶

134 2010年度

平成22年７月・10月
　　　　小学生美術鑑賞プロジェクト（画廊めぐり）　
平成22年８月
 　　　東京育成園サマーキャンプ（野尻湖）　

平成22年８月・11月　ゴルフへったぴの会

平成22年11月　　　　ガバナー公式訪問

平成22年12月　　本橋浩一お別れの会

平成22年12月　　クリスマス例会

平成23年２月　　東京マラソンボランティア

平成23年４月　　東京育成園アニメ上映

平成23年６月　　親睦旅行（移動例会）

時枝会長時枝会長 永田幹事永田幹事

　東京中央新ロータリークラブが創立10周年を迎えられた事を心からお喜び申し上げます。

　私共東京築地ロータリクラブは今年創立43年を迎えており、人間の世界に例えますと若干32の年で

孫をもうける事が出来、その孫が健やかに育ち今年で10歳の誕生日を迎えるまでに成長されたました

事に対し、喜びと共に感謝の念で一杯であります。

　この事は一重に東京中央ロータリークラブの、類まれなる父親の甲斐性と愛の賜物であり深く敬意

を表するところであります。

　今年度ＲＩ会長の強調事項の中で「強い家族を築く」と言う言葉が述べられておりますが築地の親

であります東京銀座ロータリークラブ、そして兄弟であります東京銀座新ロータリークラブを合わせ

ますと、我々はロータリーと言う絆で結ばれた５つのクラブからなる、実に誇らしい「大家族」を構

成している訳であります。

　今後はこの大家族がもっともっとお互いを良く知り合い、強い心で結びつき、慈しみ、敬い、共通

の目的であります｢奉仕活動｣の実践において１家族では困難と思われる｢夢｣の実現に向かって手を携

え歩もうではありませんか。

　この大家族の中でも末っ子の中央新は、唯一女系家族というユニークな存在でありますが、親を始

め、親族の大きな愛情を一身に受け家族の一員として、今後益々大きく力強い存在に成長されます事

を心から祈念しお祝いの言葉と致します。

東京築地ロータリークラブ　

　　　　会長　山 下　晋 彦



東京中央新ロータリークラブ 

会　員

清水　マリ

小林　真由美

斎藤　友紀子

岡田　敏江

魏　芝

石原　忠始

椎野　登貴子

細川　眞紀子

宮下　文夫

中里　妃沙子

徳永康子

時枝　紀子辻　喜代子

野呂　洋子

槇　徳子

長谷川　純

今津　泰輝

小池　富美子
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国際ロータリー　第2750地区　

　　　　ガバナー　片倉　章雄

ご 祝 詞

　東京中央新ロータリー・クラブ　岡田会長、甘糟幹事、槇大会委員長、そして会員の皆様方、創立

10 周年誠におめでとうございます。

　2001 年、東京中央ロータリー・クラブ　本橋様を特別代表として創立され、当時女性会員を中心と

した輝かしいクラブとして注目されました。

　私は当時松崎年度のガバナー補佐として東京中央新ロータリー・クラブの創立総会にも列席させて

いただき、初代坂口会長の素晴らしいスピーチを拝聴させていただきました。その時のビチャイ・ラ

タクルＲＩ会長はタイ国の方で、テーマは「慈愛の種を播きましょう」と提唱され、Ｄ.Ｌ.Ｐ. ボトム

アップといった本来のロータリーの方針を示され、松崎ガバナーをはじめ私達一同大いに感動いたし

ました。

　あれから 10 年、日本経済は下降線をたどり、毎年各クラブの会長方は会員維持に大変ご苦労され

た事と思いますが、東京中央新ロータリー・クラブに於いては創立以来の会員数を維持され、これは

理想的なクラブ運営がなされておられる結果であると感服申し上げます。

　本年度カルヤン・バネルジーＲＩ会長はインド出身の方で、10 年前のラタクル氏と同じ東洋哲学を

基調としたテーマ「こころの中を見つめよう　博愛を広げるために」と提唱されました。私達日本人

の心には、抵抗なく沁みこむような共感を覚えます。

　10 年前、ガバナー補佐の時に受けた感動がガバナーを拝命した今日再び甦り、何か宿命を感じており

ます。

　 「クラブは会長が良ければ良くなり、良いリーダーが良いクラブを作ります。リーダーが無関心な

らクラブも無関心になります。ですから支援する事がＲＩ会長としての私の務めだと考えています。」

とバネルジー会長は言われます。

　本年度は東日本大震災復興支援といった大変な問題もありますが、岡田会長の下、５年、10 年と益々

充実したクラブとして発展されますよう祈念いたしまして、東京中央新ロータリー・クラブ 10周年の

お祝いの言葉とさせていただきます。

白水　真子

並木　咲樹



〒104-0061 
東京都中央区銀座8-11-12　正金ビル2F
TEL 03-5537-0270　FAX 03-5537-0271
 E-mail：chuoshin@hotmail .com

東京中央新ロータリークラブ事務局

東京中央新ロータリークラブ　

　　　　会長　岡田　敏江

ご 挨 拶

　記念すべき年に会長に任命されました岡田敏江でございます。ただいま責任の重さをひしひしと感じ、

身の引き締まる思いでございます。

　お陰様でわたくしども東京中央新ロータリークラブは、創立 10 周年を迎えることができました。これ

もひとえに歴代ガバナーをはじめ地区役員の皆様、銀座日本橋グループ会長、幹事の皆様、そして、今

日までわたくしたちを育ててくださいました東京中央ロータリークラブの皆様のおかげと心より感謝を

申し上げます。

　思い起こしますと、2000年の７月に東京中央ロータリークラブの創立15周年を記念して女性を中心と

したクラブを立ちあげる趣旨から、故 本橋浩一特別代表を先頭に東京中央ロータリークラブの皆様が総

力を挙げ、計画、準備、実行を重ね2001年７月に産声を上げることができました。

　初年度坂口美代子会長の下、女性 20 名・男性８名、合計 28 名のチャーターメンバーから、スタートを

致しました。

　創立以来、故 本橋特別代表をはじめ、東京中央ロータリークラブの皆様にはいつも温かいまなざしで

ご指導をいただいてまいりました。そして、本日お越しの皆様がたのご尽力のお陰で、今日の佳き日を

迎えることが出来ましたことに改めまして御礼を申し上げます。

　この 10 年間を振り返りますと、奉仕活動では日本の伝統文化を大切にとの思いで、着物プロジェクト

を立ち上げ、会員同士の着付けの勉強、留学生に着付け指導、お茶会の開催、大阪国際大会に着物姿で

参加と着物文化を広める努力を致しました。

　女性の多いクラブの特徴を活かし、子供達への奉仕活動にも力を入れております。毎年８月には（社

会福祉法人）児童養護施設東京育成園の子供達と楽しいキャンプを行ない、春には園に伺いアニメ上映

会も実施しています。また、中央区の児童を引率して画廊巡りを行ない、素晴らしい作品を見たり触れ

たりする事により子供たちが心豊かに成長されることを活動の一環に致しました。国際的な活動といた

しましては、サモアの幼稚園および小学校に本・本棚、および学用品を寄贈し、識字率向上に寄与いた

しました。2008年から 2009年には、2750地区の要請を受けてタイから交換留学生を受け入れました。

　このように、10年の間、日本文化と子どもを中心に奉仕活動をしてまいりました。

　わたくしどものクラブは、７割の女性会員が占めています。10 周年を機に、女性ならではの心配り、

気配りをさらに大切に、これからも努力してまいりたいと思います。

　　　日々の出来事や出会いを大切に。

　　　　　常に感謝の気持ちを忘れず。

　　　　　　　心豊かに過ごす。

　　　　　　　　　人を幸せにするような心配りができる。

　さらに周りの人の笑顔は自分の喜びとして返ってくるような、楽しいクラブにしたいと思っております。

　これからの 10 年は今まで以上に研鑽に努め、奉仕を中心とした活動に力を注いでまいります。しかし

ながらまだまだ微力なところもございます。今後も皆様のご指導、ご尽力、ご鞭撻を賜りますよう心よ

りお願い申し上げます。

　簡単ではございますがわたくしのお礼の挨拶とさせていただきます。

李　月英

上野　由美

﨑村　友絵

東　孝江

長坂　玲

松島　正和

2011年７月14日現在

細川　修平

坂口　美代子

丸山　冨美江

梅島　みよ

小堀　彰

國　美保子

甘糟　裕子

大盛　敬子

石川　和子

藤田　和子

永田　有利恵

井手　和世

石井　本子

事務局

辻　綾香

曽根　章乃
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東京中央新ロータリークラブ東京中央新ロータリークラブ

創立10周年記念

The 10th 

金色に輝く太陽の様に明るくエネルギーにあふれる私達。

　青い薔薇の花言葉は「誠意」です。

　「誠意」と共に海を越え奉仕活動につくします。

委　員　長

　　　　　岡　田　敏　江

統　　　括

　　　　　槇　　　徳　子

準備委員長　

　　　　　時　枝　紀　子

実行副委員長

　　　　　甘　糟　裕　子

実行副委員長

　　　　　小　堀　　　彰

創立10周年　記念活動委員会

anniversary of TOKYO CHUO SHIN ROTARY CLUB


