
例会日　毎週月曜日（12：30～13：30） 会　場　帝国ホテル3F  舞の間
会　長　秋葉　良子 幹　事　富田　洋平
事務局　〒104-0061  中央区銀座8-11-12  正金ビル2F  
            TEL 03-5537-0270  FAX  03-5537-0271　

2017―2018年度　国際ロータリーテーマ「ロータリー：変化をもたらす」

http://blog.livedoor.jp/chuoshin/

出席者　当クラブ参加者　会員29名　ゲスト10名　合計39名
　　　　東京中央RC　会員140名　ゲスト183名　招待ゲスト8名
　　　　総合計370名

【 合 同 例 会 】

点鐘（東京中央RC　小川健三会長）
社会奉仕活動への会員・委員の皆様への日頃のご協力に感謝申し

上げます。本日は、本年最後の行事でありますクリスマス例会です。
どうぞ、クリスマス例会をお楽しみ下さい。

サプライズゲスト（くまモン）
東京中央RCでは、昨年度と今年度、熊本地震

復興支援を行っています。お礼として、熊本県
から営業部長・幸せ部長のくまモンが熊本の名
産品やくまモングッズを持って遊びに来てくれ
ました。くまモンの登場により、会場のお子様
達は大喜び！たくさんのお子様達が、くまモンと触れあいたい！と
ステージ近くに集合。ステージに上がり、くまモンと一緒にくまモ
ン体操をしました。会場のお客様も一緒になって熊本県のシンボル
である熊本城ポーズをして、会場の一体感が高まりました。

ロータリー・ソング
「4つのテスト」

ご来賓紹介（東京シティ日本橋RC　田中政義会長）
日頃、小川会長・秋葉会長と大変親しくさせて頂いており、お互

いのクラブに出席するなどして協力して頂いてます。本日は、立花
会員（東京中央RC親睦活動委員長）に当クラブのクリスマス例会に
来て頂いたお礼に参りました。このように大勢の方が集まり盛大な
例会は素晴らしいと感じています。

幹事報告（富田洋平幹事）
初例会は1月15日（月）より始まります。
地区大会・新年会のお申し込みを受け付け中ですのでどうぞよろ

しくお願いいたします。

閉会の点鐘（丸山冨美江パスト会長）
今日は、お子様、ご家族様たくさんお出で下

さいました。12月は、家族月間で御座います。
本日は、皆様楽しんで下さい。

【 ク リ ス マ ス パ ー テ ィ ー 】

開会宣言・乾杯の音頭（椎野登貴子会長エレクト）
お待ちかねの2017年東京中央RC・東京中央

新RCのクリスマスパーティーを開催します。短
い時間ではございますが、皆様大いに楽しんで
下さい。

食事歓談
クリスマスパーティーにふさわしい豪華な

ブッフェスタイルのお料理を楽しみながら、400
名近いお客様が互いに日頃の感謝の意を表した
り、ご家族の成長を祝したりと大変な賑わいの
中ご歓談が続きました。

エンターテイメント
・Smooth Ace によるハーモニー
・ユミマリ＆ローガンズ演奏

東京中央RCの有志「ローガンズ」による演奏
と当クラブの黒岩友美会員の歌声が会場を明る
く華やかにしました。それに加えて、クリスマ
ス例会を盛り上げたのが、当クラブ有志「ぎり
ぎりガールズ」によるダンス！おそろいの黒い
衣装と白い手袋で、息の合ったダンスにより、
会場の興奮は高まりました。サービス精神に溢
れ、そして自らも楽しもうという東京中央新RC
メンバーらしく、クリスマス例会スタート直前
まで練習を重ねた結果、完成度高いダンスを披
露し、会場を一気に盛り上げました。
・プレゼント抽選会

ステージ前には、東京中央RC・東京中央新
RC会員の寄附による数多くのプレゼントが並び
ました。会員のみならずご家族の皆様、特にお
子様達は、どんなプレゼントがもらえるのかとワクワクした気持ち
で抽選会を楽しんでいました。サンタボーイ、サンタガールがプレ
ゼントを運ぶと満面の笑顔でプレゼントを受け取っていました。

ロータリーソング「手に手つないで」
最後は、東京中央RC会員、東京中央新RC会員そしてゲスト全員

が手をつないで円陣を作ってのロータリーソングの大合唱。ロータ
リアンが繋がり世界中の人が輪になる姿を表現するかのような素敵
な大合唱となりました。

クリスマス例会開始の何時間も前から会員皆が力を合わせ準備を
スタートし、ゲストをお迎えし、例会中も裏方のお手伝いからダン
スの披露やご寄付と、会員皆ができることを喜んで協力するチーム
ワークの良さが光り、盛大なクリスマス例会となり、最後の大合唱
により温かい気持ちで終えることができたのではないでしょうか。
 （要約文責　上田）にこにこ合計14,000円 /今期累計491,180円

田
（東京シティ日本橋RC）
中政義 会長 親子でお世話になっています。来年もよろしくお願いし

ます。

大
（東京中央R C）
槻 哲 也 様 楽しいクリスマスパーティーでありますようにニコニコし

ます。

辻喜代子会員 クリスマスはこころ明るくなる季節ですね。大切な方達
とますます親しくなりましょう。

（第686回（12月11日（月））例会時のニコニコ原稿漏れの追加）
辻喜代子会員 10/7船上にてノーベル平和賞に立ち会えました。国

連見学の折、核兵器廃絶運動の日本原爆被災者代
表の方へアメリカ市民団体の方々は謝っていらっしゃ
いました。

出席率 54.72% （出席者29名＋メーキャップ0名／正会員56名-休会3名）

例会報告  第687回  2017年12月21日（木）

卓話　ITエンジニアリング研究所　代表取締役　岩浅 紀久　様
　「日本がエネルギーの90パーセントを依存している
　 中東で今起きていること」

本日の例会  第689回  2018年1月22日（月）



宮下文夫・小堀　彰・落合守征・左明貴子 
上田美帆・吉田しおり・小磯優子・野村順子

クラブ週報
編 集 担 当

理事会だより
本日の議題

・ 入会承認　秋葉良子会長推薦　三木慶子様
・ 地区役員就任承認　石川和子会員・地区危機

管理委員
・メーキャップ料金　現状維持　4,000円
・ 当クラブHP改善作業報告　業者からデータアップ終了報告あり、

検収作業中

次年度会長エレクト報告（椎野登貴子会長エレクト）
・ 次年度会長エレクトが福元智子会員と決まりましたので、ご報告

いたします。

幹事報告（富田洋平幹事）
・ 本日、ニューモラル・ロータリーの友1月号・小椋佳コンサートご

案内を配布しました。
・ 育成園から当クラブの年末プレゼントに対する感謝状が届きまし

た。
・ 後期の受付当番表を回していますので、お一人2ヵ所以上ご記入下

さい。
・ 秋葉良子会長から新年の御挨拶として、本日の出席者全員にゆめ

牧場製ヨーグルトをお配りしました。

1月のハッピーバースデイ
福元智子会員（4日生れ）、井関和美会員（8

日生れ）、秋葉良子会長（15日生れ）、上田美帆
会員（19日生れ）、川口惠会員（24日生れ）

チャリティコンサートご案内（東京中央RC　小川健三会長）
・ 本日ご案内を配布させて頂きました件、4月12日（木）18時30分

開演　小椋佳チャリティコンサート（よみうり大手町ホール）は
当クラブ主催でございます。お席は全席指定なので、お申込いた
だければすぐに特定いたしますのでよろしくお願いいたします。

ポール ハリス フェロー賞授与（辻喜代子会員）
秋葉良子会長から3度目のポール ハリス フェ

ロー賞（40万円達成）のバッチが授与されました。

卓話　地区職業奉仕委員長　花岡 弘昌　様

「職業奉仕について」
１　 ポール・ハリスの幼少期・ロータリークラブの誕

生期の社会状況などのDVD上映
２　 1900年頃のシカゴの状況：19世紀〜20世紀、急成長。

人口膨張
　　全米人口ランク1850年： 1位ニューヨーク、2位ボルチモア、3位

ボストン、シカゴは50位以内になし。
　　　　　　　　　1900年： 1位ニューヨーク、2位シカゴ（ほとんど

が欧州からの移民の1世、2世）、市内は
乱雑・不潔・治安不良

　　ポール・ハリス（Paul Percy Harris）1868-1947　79歳で没
　　アル・カポネ（Alphonse Gabriel Capone）1899-1947　48歳で没
３　最近の「ロータリーの友」から、

⑴2017年1月号、左から14〜17頁（毎年1月は“職業奉仕月間”）寄
稿、「『職業奉仕』はロータリーの根幹か？」：日本のロータリー
100周年委員会　ビジョン策定特別委員会　委員長　本田博巳氏

（2840地区2013-14年度ガバナー、前橋RC）─日本のロータリー
は“ガラパゴス”？─

⑵2017年5月号、“友愛の広場”右から16頁
　「『職業奉仕はロータリーの根幹か？』に思う」（呉RC　大之木精

二氏）
　前掲の本田論説に反論。日本には伝統的な「奉仕の理念」あり。

但し世界の大勢を否定するものではない。
⑶2017年5月号、“友愛の広場”右から17頁
　「『職業奉仕』はロータリーの根幹です」（宇治RC　内良益雄氏）
　前項同様本田論説への反論。“ロータリアン一人一人が日々奉仕の

理念を実践すること”がロータリーの目的。
⑷2017年8月号、“友愛の広場”右から18頁
　「奉仕とサービス」（桑原薫氏　横浜港北RC）
　奉仕：ギブ＆ギブ ─ 対society（利害関係のある仲間の集まり）
　サービス：ギブ＆テイク ─ 対community（地域を共にする仲間

の集まり）
　ロータリーはこの二つを同時に満たす“奉仕の理想”。
⑸2017年10月号、“ロータリーアットワーク”右から30頁
　「職業奉仕の進化を目指すクラブのチャレンジ」（宮崎東RC　中村

健一郎氏）
　“信頼を発展させる職業奉仕”として次の4つの観点を挙げている。
　①　社会からの信頼を発展させる職業奉仕
　②　各企業内での信頼を発展させる職業奉仕
　③　社員一人一人の自分自身との信頼を発展させる職業奉仕
　④　次の世代への信頼を発展させる職業奉仕

４　「四つのテスト」のこと ─ これは職業奉仕の哲学
　ハーバート・J・テーラーが、1932年、請われて社長に就任した調理

器具製造会社（1926年からの世界大恐慌の影響もあって破産寸前）
の企業倫理指針として自問形式での「四つのテスト」を考案、社内
で検討の上実行し、周囲の疑問の目に打ち勝って成功。顧客・従業
員から信頼と好意を得て会社は再建。以後社風とした。1942年、RI
理事会承認により、「職業奉仕プログラム」の1つになる。

　ハーバート・テーラーは1954-55年RI会長に就任（RC創立50周年）。
その後、日本にも来られた。1956年、日本の4地区の地区大会にRI
会長代理として出席。岐阜公園に建てられた「四つのテスト」の記
念碑を訪れています。（パストガバナー坂本俊雄様著「ロータリーへ
の私の想い」から）

　（同様の来日記念としては、かの発明王トーマス・アルバ・エジソン
が電球発明50周年、1929年≪昭和4年≫電球のフィラメントに、世
界3,000種類もの候補から選び抜かれた京都石清水八幡宮境内の“真
竹”に感謝して来日、これを記念して石清水八幡宮の境内に立派な
記念碑を建立、今日に至っている。なお、その脇に、京都八幡RC
が2005年、“ロータリー100年”の記念植樹を行っている。：平成29
年11月確認） （ご本人卓話メモ）

奉仕の集いご案内（東京中央RC　太田嘉正奉仕プログラム委員長）
3月27日（火）午後1時から地区奉仕委員会主催の「奉仕の集い」

が開かれます。地区の各クラブの奉仕活動について報告があります。
入会3年から5年内の若い会員・会長・幹事・会長エレクトなど貴ク
ラブから12,3名の出席を期待しております。どうぞよろしくお願い
いたします。

地区予選会ゴルフ大会
地区予選会ゴルフ大会（3月27日火曜、武蔵CC笹井C）代表選手

が以下の6名に決まりましたので、皆さん応援よろしくお願いいたし
ます。

宮下文夫選手、小池富美子選手、白水真子選手、野呂洋子選手、
福元智子選手、甘糟裕子選手

にこにこ合計42,000円 /今期累計533,180円

花
（地区職業奉仕委員長）
岡 弘 昌 様 はじめて当クラブに参りました。今日はつたない卓話

の機会をいただき、ありがとうございます。
小
（東京中央R C）
川健三 会長 あけましておめでとうございます。小椋佳コンサートチ

ケットをよろしくお願い申し上げます。
太
（東京中央R C）
田 嘉 正 様 新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお

願い致します。貴clubの益々の発展を祈念致します。
武
（東京中央R C）

正 雄 様 初例会ですので、着物で参加させて頂きました。本年
もよろしくお願い申し上げます。

野
（東京中央R C）
原 勝 敏 様 新年おめでとうございます。今年の山はスキーで好調

です。
鶴
（ ゲ ス ト ）

美 枝 様 オーストラリアから参りましたGIM鶴です。2018年も輝かしい
年でありますように。入会を考えつつまだ勉強中です。1月19
日東京公演の為の帰国ですが、よろしければお越し下さい。

秋葉良子会長 明けましてお目出とうございます。やっと半年すぎました。残り
の半年改めて頑張りたいと思います。宜しくお願い致します。

野呂洋子直前会長 昨日ハーフマラソンを走って筋肉痛です。来月は東京
マラソンで42キロです。

石川和子会員 新年明けましておめでとうございます。この一年中央新にとって皆様
にとって素晴らしい年になります様に願いをこめてニコニコします。

 本日卓話での職業奉仕のお話、花岡さんよろしくお願いいたします。
大盛敬子会員 本日は新例会でニコニコします。
かづきれいこ会員 おめでとうございます！今年も宜しくお願いします。健康

第一です！
白水真子 会員 娘が来月結婚いたします。夫は家族が増えてうれしい

と言っておりますが、私は淋しいのが半分　複雑です。
辻喜代子会員 本年も益々中央新RC耀きますように。
時枝紀子会員 本年も、活力ある楽しいクラブになりますように！
松浦裕子会員 おめでとうございます。この度13日から和光の方で展

示会という事で10日間程東京に居りますのでうれしく
また来週も参加できます。

出席率 60.38% （出席者26名＋メーキャップ6名／正会員56名-休会3名）

例会報告  第688回  2018年1月15日（月）


