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⃝次回７月４日（月）は次年度第１回理事会が午前１１時から予定され、
例会後はクラブ協議会があり、当クラブ石川和子会員がガバナー補佐
として訪問される予定です。皆様のご出席をよろしくお願いいたします。

⃝７月７日（木）の東京中央 RCの次期第１回例会へメーキャップのお願
いは先日メールで会員の皆様に配布したとおりですが、よろしくお願い
いたします。

RI 賞授与（辻喜代子会長）
　国際ロータリーからこの１年クラブ活動に尽力した辻喜代子会長に対
しRI賞が授与されました。

マイロータリーの実演（野呂洋子幹事）
　スクリーンにネット上のマイロータリーの画面を映写し、アクセスと通
信作業の実演を行いました。
　今後、RI 本部からのアピール（ロゴの使用方法、規定審議会の報告、
各財団の目標寄付額の各クラブの達成度グラフ）など様々な情報に「マ
イロータリー」からアクセスできる旨説明がありました。

退任のご挨拶（辻喜代子会長）
　思いもかけない大役で不安いっぱいでしたが、女性会長が新聞に紹
介されていたことに勇気付けられ無事お役目を果たすことができました。
　ソウル国際大会には当クラブから９名の大量出席を実行し、９人のパ
ワーでRIラビンドラン会長ともご一緒にお写真を撮らせていただきまし
た。ラビンドラン会長はセイロンのご出身で地元では紅茶のティーバッグ
販売会社を経営する会長様だそうです。
　奉仕活動は「どれほど与えたか」で評価されるところですが、一方で「助
けられないから死ぬのではなく、助けないから死ぬのだ」という厳しい
評価も聞こえますが、当クラブの奉仕活動も創立以来１５年になり、育
成園のマナー講座、特殊メーク、東北の復興支援、仙台で森の復活の
ための松の苗の植樹などを続けてまいりました。何年かしたら松の苗が
どんなに成長したか是非見に行きたいと思っています。
　卓話もいろいろな皆様から素晴しいお話を聞かせていただきました
が、当クラブの梅島みよ名誉会員のお話には皆様共々感激いたしました。
　８月の育成園の夏キャンプはロータリーアクトなどのご協力を得て、育
成園生徒達も大感激の毎年の恒例になっています。
　その他９月の日韓親善会議や、ガバナー訪問、当クラブの出雲への親
睦旅行、５月のアニメ上映会は子供達がとても喜んでいました。又、
１５周年記念事業のうみやまあひだ６月１３日上映会は「受付」での会員
の皆様の大奮闘のおかげ様で沢山のお客様でしたが混乱もなく大成功
でした。
　国際大会は、本年ソウルでしたが、２０１７年アトランタ、２０１８年ト
ロント、２０１９年ハンブルグなど今後の予定も決っておりますので、是
非ご参加をご検討下さい。
　会長としてこの１年楽しく、お勉強もした日々でしたが、なんとか頑張っ
てこられました。私事では、孫がアメリカの医学部のロータリーの奨学
金を得られたことを大変うれしく思っています。� （要約文責宮下）

本年度皆勤賞授与
　石川和子会員、岡田敏江会員、曽根章乃会員、時枝紀子会員、丸山
冨美江会員、辻喜代子会長、野呂洋子幹事の７名（秋葉良子会員は欠
席のため次回表彰）が皆勤表彰と記念品授与を受けました。

辻喜代子会長からお別れのお花
　本日が最後の例会となる辻喜代子会長
から会員一人一人に感謝の言葉と共に赤
いバラ１輪づつをお渡しになりました。お
返しに出席会員全員から色紙寄せ書きが
辻喜代子会長に贈呈されました。

花束贈呈
　本日最後の例会を務めた辻喜代子会長
と野呂洋子幹事にそれぞれ大きな花束が
贈呈されました。お疲れ様でした。�

「手に手つないで」の大合唱
　最後に出席者全員が例会場で手をつないで大きな輪を作り、「手に手
つないで」を合唱し、本年度最終例会を無事終了しました。

入会式（小磯優子会員）
　入会式が行われ、辻会長から小磯新会員に入会証とバッヂが渡され
ました。自己紹介では、当クラブ丸山会員が初代を務めた社労士会副
会長の３代目を務めたことなどをお話しされました。

米山奨学金の授与
　辻喜代子会長から米山留学生朱芸綺さんへ財団からの奨学金が授与
されました。朱さんから現在の学業について、中国と日本の比較文化論
を研究していること、東京大学と南京大学の協賛集中講義のアシスタン
トを務めていることなどの報告がありました。

東京中央RCのお誘い（東京中央RC出席委員長岡本俊彦様）
　次年度は当クラブから大槻哲也会員が２７５０地区ガバナーへ、鳥居
秀光会員が会長に就任しますので、第１回例会７月７日（木）は全会員
出席をキャンペーンしています。貴クラブからもぜひメーキャップによる
多数の出席をお願い申し上げます。

幹事報告（野呂洋子幹事）
⃝本日は週報と受付当番一覧表を配布しました。受付当番の日程に不都
合があれば早目に他の会員に代替をお願いして事務局へご連絡下さい。

⃝本日例会後は、１５周年記念式典の実行委員会が開かれますので委員
の方はご出席をお願いいたします。

（順不同・敬称略）

にこにこ合計 32,000 円／今期累計 815,494 円
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１５－１６年度会長お役目皆々様のおかげ様で無事終
りました。１６－１７年野呂年度もひき続き何卒よろし
くお願い申し上げます。
辻会長１年間お疲れ様でした。辻会長のもとで、一
緒に幹事を務めさせて頂き多くのことを学ばせて頂
きました。イギリスがEUから独立しこれから波乱が
予想される中、又一緒にがんばりましょう。
辻年度大変おつかれ様でした。創立１５周年に向け
て、とても良い雰囲気のクラブにまとまってきたとう
れしく思っております。
辻会長、野呂幹事一年間有難うございました。次年
度もこのコンビで宜しくお願い致します。
今年度最後の例会ですね。会長、幹事を始め理事
の皆様方大変お疲れ様でした。そして次期役員の皆
様ひき続き宜しくお願い致します。
辻会長、野呂幹事、一年間大変おつかれ様でした。
ありがとうございます。
辻会長お疲れ様でした！　おかげ様で楽しくすごさ
せていただけました。
辻会長、１年間ご苦労様でございました。いろいろ
お骨折り、ありがとうございます。
辻会長今年１年間本当にお疲れさまでした。御苦労
もおありだったかと思いますが無事よき１年でした。
ありがとうございました。
辻会長、ご苦労さまでございました。まだ一年になら
ないのでこれからもご指導宜しくお願い申し上げます。
辻会長１年間本当にお疲れ様でした。又、野呂会長
これから１年間お世話になります。

出席率 69.05％ （出席者29名＋メーキャップ0名／正会員46名－休会4名）

例会報告  第 626 回   2016 年 6 月27日（月）

本日の例会  第 628 回   2016 年 7月11日（月）

卓話：「バリアバリューが日本の未来を創る！」	
	 ミライロ	垣内	様



クラブ週報編集担当
宮下文夫・野村順子・落合守征・星田奈々子・小堀彰

入会式（福元智子新会員）
　入会式が行われ、野呂新会長から福元新会員に入会証とバッチが渡
されました。
　岡田会員から紹介として「赤坂で２５年に渡り不動産関係の仕事をさ
れており、ゴルフはシングル級の腕前です」と、自己紹介では「シングル
は言い過ぎですが、ゴルフは好きで日々練習に励んでいます」などのお
話がありました。

７月のハッピーバースデイ
栗原里央子会員（１日生れ）� 白坂亜紀会員（２０日生れ）
白水　真子会員（２２日生れ）� 野村順子会員（２９日生れ）
（後藤 啓二会員（３０日生れ、本日欠席））
の４名の皆様に会長から誕生日のお祝いの記念品が贈呈されました。

前年度皆勤賞授与
　秋葉良子会員（前回の例会欠席のため）が、辻喜代子直前会長から前年度
皆勤表彰と記念品授与を受けました。

幹事報告（辻喜代子新幹事）
⃝本日はロータリーの友７月号、ガバナー月信６月号、卓話予定表が配布
されました。

⃝本日例会終了後に石川和子ガバナー補佐をお迎えしてクラブ協議会が
開かれますので皆様のご出席をお願い致します。

野呂洋子新会長ご挨拶
⃝今年１年間楽しみながら活動を続けたい
と思います。

⃝私が１０年前の２００６年に入会した動機
は、当時下村博文さんの勉強会に入って
いたところ、その弟さんが東京中央ＲＣ
にいらして、覚本様を通じてお声を掛け
て下さったことがきっかけでした。

　　その頃、画廊経営に携わるようになって丁度１０年になり、画廊も銀
座の新店舗に移り、経営者としての一層の成長を目指して諸先輩方の
教えを受けられる場所としてロータリークラブを意識しました。

　　男性経営者に比べ、女性経営者は横の繋がりが狭いのですが、当ク
ラブは女性経営者が多く、家族問題や経営問題を巡る先達の皆様の
後姿を拝見しつつ成長して行ければという思いもありました。

　　又、国際ロータリーＲＩは、世界的組織である点にも魅力を感じました。
私は元ＩＢＭという大組織で働いていたので、郷愁にかられるところも
ありました。

⃝奉仕活動について先輩の石川和子ガバナー補佐がいろいろなお役目を
果たす魅力的なお姿を後輩としてすぐお傍で拝見し、いつか自分もお
役目をと念願するところでございました。先輩から教わり、後輩と一緒
に学ぶことで奉仕を巡る深層心理を理解するよい機会が得られたと感
謝している次第です。

⃝先輩ロータリアンの広畑富雄様の「ロータリークラブの心と原点」とい
う本が今の私のバイブルですが、その中には、ロータリーはあくまでク
ラブの活動が中心であり上から下への上命下達の組織ではなく現場で
活動するクラブの意見が重視されるべきこと、ロータリーには会社組織
のような上下関係は存在しないので日々寛容の精神を持って運営すべき
であり、奉仕は対等が念頭にあるべきで奉仕する者と受ける者がフラッ
トな関係で行う中にお互い得るものがあること、次世代の育成は重要な
目標であり子供達からも学ぶ姿勢を持つことが大切なことなどが書かれ
ており、これからも日々の糧としていきたいと祈念しております。

⃝会長は１年間の職責ですが、クラブを巡るコミュニケーターの務めを果
たすために、厳しい業務の中でも親睦の心を忘れないようにしていきた
いと思っています。

⃝この１０年間で一番感動したのは、素晴らしい奉仕活動を楽しむ様々な
ゲストの皆様のお話をお聞きしたことでした。奉仕活動は、自分がＨＡ
ＰＰＹな気持ちで行って、はじめて相手の心に響く活動が出来ると信じ
ています。

⃝私は広報委員長を５年間お務めしましたが、メーキャップとは何か、ガ
バナーとは、など何も知らず、吉国さんには一つ一つ助けて頂き、感謝
しています。何も知らないままやってしまったことで厳しい意見も受けま
したが、これから新しく入ってくる会員にいやな思いをさせないようにす
ることも会長として心掛けていくつもりです。「分かっていないからいけ
ない」とするのではなく、どんどん相談するようにしてほしいと思います。
私もまだまだ未熟者ですが、お話を聞くことくらいはできますので。

⃝私は今まで３人の留学生を我が家にお預かりして参りました（タイのビー
ちゃん、ベルギーのビルジニーちゃん、メキシコのひとし君）。私の娘は
一人っ子ですが、留学生受入れで楽しい思い出を作るだけでなく、とて
も成長してくれたと感じています。留学生受入れは小さい子どものいる
ファミリーにとって成長のチャンスになるもので、私はロータリーに入っ
て本当によかったなと実感しています。

⃝画廊巡りは２００９年から始めてもう７年目になりました。最初は画廊側
も商売中心だったのですが、年に２回夏と秋に続けることでボランティ
アの機運が盛り上がってきて、最近は画廊巡りの協力画廊さんたちとボ
ランティアグループを立上げて、子供たちに絵を見てもらう副読本を作
り、東京都の図工の先生に配布する活動を始めています。

⃝今期の国際ロータリー　ジョン�F.�ジャーム会長の掲げたテーマは�
「人類に奉仕するロータリー」とされ、２７５０地区大槻哲也ガバナー
はテーマを「奉仕の哲学を実践しよう」とされたので、私は当クラブの
今年一年のテーマを「奉仕を一緒に楽しもう」と定めて会務に励みたい
と思っています。奉仕活動で子供達と接する中で、子供達から「ああい
う大人になるのも悪くないかな」と感じてもらえる存在になっていけれ
ば素晴らしいなと思っています。� （要約文責宮下）

クラブ協議会
　例会終了後クラブ協議会が開かれ、当クラブ出身の石川和子ガバナー
補佐と時枝紀子グループ幹事のご出席を得て、各委員長から今年度の
活動の要点について説明と決意表明がありました。
　石川和子ガバナー補佐から、「スポンサークラブ（東京中央ＲＣ）の
大槻哲也元会長がガバナーに就任したので、子クラブとして微力ながら
も何かお手伝いが出来ればと思い時枝紀子グループ幹事と協力して、地
区の目標『奉仕の哲学の実践』とＲＩの目標『人類に奉仕するロータリー』
の達成に尽くしてまいる所存です。本年度はロータリー財団１００周年に
あたり、規定審議会でも歴史的な新機軸をいろいろ打ち出していますが、
要点は各クラブの自主的な判断による採否にありますので、この年度を
クラブ活動成熟化のよい機会として十分に議論を尽くしてクラブの方針を
お決め下さい。地区としては各クラブの定めた方向性を尊重していく方
針でおります。」などのお言葉がありました。

出席率 67.44％ （出席者29名＋メーキャップ0名／正会員47名－休会4名）

例会報告  第 627 回   2016 年 7月4日（月）
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会長
エレクト

初例会、野呂様おめでとうございます。� �

おせわになります。� �

本年度会長をおおせつかりました野呂洋子です。皆さまのおささえ
を頂きながらお役に立てるよう務めます。これから一年間宜しくお
願いいたします。
１６～１７年度　野呂会長　東京中央新ロータリーがさらに進化し
ますようガンバッテ下さい！
辻様、野呂様、会長・幹事一年間お世話様でした。今年もこの一
年お立場は逆になりますが、又宜しくお願い致します。
野呂会長・辻幹事年度の始まりです。充実した一年になりますように！
　仙台復興支援植樹プロジェクトの田中秀穂様（仙台青葉ＲＣ）より
皆様にサクランボのプレゼントがございます。田中様にも感謝です。
辻様年度お疲れ様でした。今日から野呂年度ですね。大変です
が、皆様と協力して盛り上げていきましょう。
本年度最初の例会ですね。野呂会長はじめ理事の皆様、何とぞ宜
しくお願い致します。
いよいよ野呂年度スタートです。会員皆さんで会を盛り上げて参り
ましょう。
野呂年度に入りました。いろいろと大変の事と思いますが頑張って
下さい。協力させて頂きます。
野呂会長・辻幹事、今年も一年間よろしくおねがい致します。
野呂年度スタートおめでとうございます。１５周年でもますます盛
会になりますように！
新年度、野呂会長宜しくおねがいします。又、辻前会長先日は素
敵なローズをありがとうございました。
昨日は親族の食事会でした。両親の遺言通り皆仲良くしています。
ロータリーでも皆様仲良くしましょう。
野呂年度、ことしも皆さん、力をあわせ慈善活動はりきっていたし
ましょう。

にこにこ合計 32,000 円／今期累計 32,000 円


