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�開始（上田美帆SAA委員司会担当）
　定刻となりましたのでこれより第831回例会を開催致
します。
　本日の例会の模様は当クラブのHPの記録のため録
画致しますので、ご参加の皆様は、予め個人情報の
許諾をよろしくお願い致します。

�富田洋平会長　点鐘挨拶
　皆様こんにちは！
　12月に入りまして、ずいぶんと街並みもカレンダーを
持った人たちが歩き回って、あっ、忙しくなってきたなと、
少し景気も戻ってきたのかなと思うこともあります。
　師走と言いますが、皆さん「師走」の意味ってご存
知の方はご存知ですよね。諸説があるみたいですけれ
ど、有力な説としてはお坊さんが各家庭で法事がよく
あるので、東西南北いたるところにお経をあげるのに
忙しい僧侶が忙しいということで師走と呼ばれると言
われています。皆さんにおかれましてはですね、大変
いろんなことをやることがあるんじゃないかと思ってお
ります。一方でいろんなところで事務局からメールが来
たりですね、しているんですが、是非ちょっと目を通し
ていただきたいなっていう風にも思っております。今日
クラブ協議会を行いますけれども、20周年記念の行
事について当クラブどうあるべきかというのがあるの
で、是非時間あるときに目を通していただいて、一言二
言返していただけると非常にありがたいなと思います。
　それでは第831回例会を開催致します。点鐘！

ロータリーソング（ソングリーダー　井関和美会員）
　「奉仕の理想」

卓話者・ゲスト発表（安原良昭SAA委員長）
　ハイブリッド例会にようこそご参加下さいました。
　本日はクラブ協議会がございますのでゲストはござ
いません。

クリスマス例会報告（西村美寿穂親睦委員長）
　皆さんこんにちは！
　親睦委員の西村でございます。来週はクリスマス例

会になっております。夜間例会で華やかなお席になっ
ております。その際にですね、プレゼント交換を致し
たいと思っております。直前ではございますが、3000
円ほどの目安でプレゼントをご用意いただきまして、そ
のプレゼントというのがご自身を表すようなお話ができ
るようなプレゼントを是非何か捜してご準備いただけ
ればなと思っております。重ねてですね、華やかな会
ですので、ドレスコード的なものを設けたいなと思って
いるんですけれども、色で例えば赤、緑、ゴールド、
キラキラですね。クリスマスを連想させるような色を是
非チーフでもいいですし、何か少し身に着けてお出掛
けいただければと思います。あとキャンセルフィーに関
して報告申し上げます。今回ちょっと特別にお料理を
ご準備いただいたりということもありますので、参加表
明いただいている方、申し訳ないんですけれども木曜
日以降のキャンセルにつきましてはキャンセルフィーが
かかってまいります。そのことをご承知いただければと
思います。よろしくお願いいたします。

米山記念奨学会報告（岡田敏江米山奨学委員長）
　岡田でございます。えーっとです
ね、先週木曜日9日なんですが、米
山奨学生の面接を行いに新高輪プ
リンスホテルのパミール館に行って
まいりました。今年は面接の生徒
数が86名でございました。今回はガバナーと、ガバナー
エレクト、ガバナーノミニーまでいらっしゃいまして、私
たち一部屋が4人体制で15名ほどの面接を
行ったんですが、ガバナーたちは6部屋ありまして、そ
れを順繰り順繰りに奨学生たちのいわゆる様子を見て
おりました。本当に毎年私この面接官を致しまして6年
になるのですが、この我々の面接の仕方によって学生
さんたちの人生が変わってしまうんだなとそういう気持
ちで朝8時から夕方5時まで面接をしてまいるんですけ
れどもいつも本当に素晴らしい方ばかりなので、どうし
たらよいかということで皆さん悩んでおります。来年の
2月には決定になります。生徒が約半分以下になると思
うんですが決められると思います。ガバナーからのお言
葉でございます。「次年度の山下年度では是非奨学生
を当クラブで入れてほしい。米山奨学生の面倒をみても
らえないだろうか」ということがガバナーからの伝言で
ございます。以上でございます。
　それからすっかり離れていたんですけれど、先々週
初めて高尾山ハイキングをしてまいりました。当初8月
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6日に決まっていたんですが、150名ということで米山
奨学生たちを連れていく予定だったんですけど、コロナ
禍もございまして9月6日に変わりまして、9月も断念い
たしまして、先々週の日曜日に高尾山ハイキングに行っ
てまいりました。
　今回は地区の米山の委員プラス奨学生少人数50名
で行ってまいりました。たまたま八王子RCに所属して
いらっしゃる方が高尾山薬王院の管主でございまして、
その方の講話をいただき、その後お護摩を焚いていた
だきまして米山奨学会の祈念をしていただきました。奨
学生の方々が高尾山の一番上の頂上に上られて富士山
を見て、その素晴らしい景色で涙ぐんでいらっしゃった
そんな光景をまだ忘れることができません。以上ご報
告でございます。

新年会報告（富田洋平会長）
　みなさんもう少しで年も変わり、2022年のお話でご
ざいますが、新年会を今年は開催できそうなので開催
しようと思っております。日時は1月15日（土）です。
午前11時30分から午後2時00分くらいまでとって、
銀座の中華料理新風苑さんで行いたいと思います。だ
いたい35名から40名くらい入る部屋を準備しておりま
すので、本日事務局からご案内されると思いますが、
スケジュール確保お願いいたします。当日は一人1万円
の予算で行いたいと思っております。食事と飲み物が
ついておりますので、よろしくお願いいたします。

幹事報告（石原忠始幹事）
・ �福元年度の決算書でございますが、昨年9月の理事
会で添付資料とされておりますのでこれをもう一度
チェックしていただいてプリントしていただければと
思いますので、よろしくお願いいたします。

・�また先日お配りしましたが理事会議事録配布の際に
お願いいたしましたが、理事会の議案について金曜
とか土曜に提出される方もままありますので、これに
ついて理事会の前の週の木曜日を締め切りとさせて
いただきたいと思います。と申しますのは金曜日に理
事会の資料を揃えて作らなければいけませんのでそ
の後金曜の夕方とか土日に議案を出されても資料の
理事会次第が間に合いませんのでこれについては厳
守をお願いいたします。勿論緊急性のものについて
は対応いたします。

・�それから帝国ホテルから見学会を是非受けますよと
いうことで有り難いお言葉をいただいております。だ
いたい所要1時間。1グループ6人から8人程度。
1回についてだいたい20数名程度で、これについて
改めて事務局の方から皆さんに回覧いたしますので
ご希望の方がある程度まとまった段階で帝国ホテル
と日時の詰めを行ってやりたいと思っています。費用
は無料で、場合によってバックヤードの見学も含めて
ビジネスタワーの方の見学もできるということなんで

ご希望の方がございましたら是非奮ってお申し入れ
いただきたいと思います。以上です。

（司会）
　本日はこの後のスケジュールの関係上例会はこれに
て終了となります。皆さま引き続きお食事をお楽しみく
ださい。

閉会点鐘（富田洋平会長）
　先ほど点鐘してすぐ点鐘というのも変なものですが、
今日はこの後変則的に総会を行い、その後クラブ協議
会を行っていきたいのでまずは831回例会を閉会いた
します。点鐘。

会長ノミニー選出年次総会
（山下江会長エレクト）
　会長エレクトの山下江です。今日もいつものように会
員が少なくて、理事の方もすでにスケジュールが入った
りで欠席の方もいらっしゃるんですが、一応私の方で
すべて確認はとれています。
　次年度の会長エレクトですが、明山友美さんにお願
いすることになりました。副会長はしばらく出席はして
ないんですが、年明けくらいから出るということで中里
妃沙子さんです。
　幹事は福元智子さん。それから副幹事に山田桂子さ
ん。会計ですが、今日は来られていないんですが早川
和志さん。直前会長は富田洋平さん。
　これが執行部ということで、次に会員組織部門と奉
仕プロジェクト部門に分けることになっておりますので、
本来SAAというのは会場監督と言って委員会じゃない
んですが、委員会としてやってるところもかなりあるよ
うでして、当クラブはそういう風にやってるようなので、
クラブ奉仕を3つに分けまして、SAA委員会の理事を
安原良昭さん、親睦委員会の理事を小林真由美さん、

富田洋 平 会長� 皆さん、何かとお忙しい師走。皆様体調
を崩さぬよう。

石井本子 会員� 石川会員様、石原会員様よりお声掛けを
頂き嬉しく参りました。

石川和 子 会員� 20周年用の懐かしい写真沢山探しました。
嬉しいのでニコニコします。

西村美寿穂会員� 本日誕生日を迎え、40代に入りました。当
クラブの素敵な方々にお逢い出来るのが
毎週楽しみで、元気の源です。嬉しいの
でニコニコします。

野呂洋 子 会員� 寒いですね！！　昨日、日本代表女子ハンド
ボールチームが、アルゼンチンに31対27
で勝ちましたので、ニコニコします。

圓井順子 会員� 中央新のエレクトーンを見ました。ニコニコ
します。

にこにこ合計16,000円



クラブ奉仕委員会の理事として川口惠さん、職業奉仕
委員会の理事として海渡千佳さん、社会奉仕委員会の
理事は水野珠貴さん、世界奉仕委員会の理事は井関
和美さん、青少年奉仕委員会の理事は高橋肇さん。
その他部門としまして、ロータリー財団委員会の理事
は圓井順子さん、米山記念奨学委員会の理事は太田
一彦さんということで、理事会は16名まで増やせると
いうことで、一応16名になっております。
　次年度は委員会を母体にして全員出席でやるという
かたちで進めていくことによって、出席率の向上をはか
りたいという形で思っておりまして、それぞれの担当理
事が委員会をまとめてもらって全体に反映させていくと
いう形にしていこうと思っております。
（明山友美会長エレクト挨拶）
　皆様こんにちは！　いつもありが
とうございます。
　本当に本当に大役で、何度も実
は早いということで辞退させていた
だいたんですけれども、先輩方か
らも是非にと言っていただきまして、本当に大役ではあ
りますが、精一杯務めさせていただきたいと思っており
ます。私も今までロータリーで様々教えていただいたこ
とをさらに生かして、大切なことは守りつつ、私たちの
クラブらしさも出した楽しい運営をしていきたいなと
思っておりますので、皆様のご協力をどうぞよろしくお
願い申し上げます。ありがとうございます。
（福元智子幹事挨拶）
　すみません、度々の登場でちょっ
と私がこんなところに何度も立って
いいのかなという風にいまだ思って
いるところでございます。何度かお
断りをさせていただきましたが、チー
ムを作ることで協力してほしいという風なお話がありま
して、お引き受けさせていただきました。ちょっと来年
再来年と地区の方のお仕事もありますのでどのくらいで
きるかわかりませんけれども、山下会長を中心に皆さ
ん理事のメンバー、委員長のメンバー、皆さんが頑張っ
てくださるとのことで皆でやっていければなと思ってお
ります。よろしくお願いいたします。
（山下江会長エレクト）
　来期の理事に選任された理事に
よる被選理事会を来年1月から月1
回、理事会のある第1回例会の日
の午前11時から12時まで始めて、
来年7月からの準備を万全に整えて
7月からスタートするとしたいと思います。その中で各
委員会の委員長、副委員長、メンバーを決めていくこ
とになるので、あと半年あるんですが、準備万端の上
スタートしたいと思っています。皆さん是非協力をお願
いします。今までの東京中央新ロータリークラブのこれ
までの成果を、これまでの前進を踏まえて、さらに飛

躍して、活動においても量質とも前進して、皆がこの会
を通して楽しめるようなそういう会にしていきたいと思
います。皆でつくっていく東京中央新ロータリークラブ
ということで、今回は新しく理事になったメンバーが非
常に多い、まだ入って間もない人もいるんですが、私は
まあ会長ですが、本来全員ができる立場にあり、また
全員がやはりそこを目指してロータリーのためにという
かまあ自分のためにでもあるんですが、活動すべきだ
と考えておりまして、皆さんがあの積極的に参加してこ
のクラブを活性化、もっと活発なものにしていきたいと、
これ私の願いであります。ということでまあ新しいこと
にも挑戦できればと思っていますので、是非皆さんの
協力をお願いします。はい、どうもありがとうございま
した。
「意見」（時枝会員）
　例えば、総会ってすごい大事な会ですので、会員の
何人以上の出席とかそういう部分もあるかと思うんで
すけれども、一応三役が決まってよかったなと思うんで
すが、その他の理事に関してそんなに急ぐことはない
かなと思いますので、もう少し全員の方の、今承認しま
したという拍手も少なかったし、もう少し人数がそろっ
たときにやるのが皆さんにご納得いただけるんじゃない
かなとそんなふうに思います。定款で総会は何人以上
の出席というのはちょっと不勉強ですがみてないんで
すが、そのあたりはどうなのかなとちょっと気になりま
した。
（石原幹事）
　Zoomで宮下さん、入ってますか？
（宮下会員）
　入ってますよ。あの、年次総会も例会も、定足数は
会員総数の3分の1なんですよ。本日は定足数は満た
しているようです。
（石原幹事）
　そうすると、クラブ年次総会としては、本日成立する
人数となっております。
（山下会長エレクト）
　クラブの定款と細則をよく読んだんですが、今のク
ラブの現状にまったくそれと違うことをやっておるので
すよ。だから本来は総会としてちゃんと設定してやらな
きゃいけないんですが、私がなったときもそうですが、
いつの間にか理事が決まって、エレクトが決まって、理
事が決まるのがやっぱり遅かったんじゃないかと思うん
ですね。そのことによってですね、予算を立てようと予
算を立てないままスタートしているんですね。去年の場
合。で、あの、えーと、去年の場合というのは清宮年
度ですね。入ってからさらに予算をするということになっ
ておりまして、地区の補助金とかグローバル補助金で
すね、財団の補助金もですね、4月1日から一気にや
らないと、2750地区はそんないろいろな弊害がありま
してやはり定款細則をちゃんと見直さないといけないと
いうか、現状もたとえばSAAというのは先ほども言い



ましたけれども本来のロータリー事典、世界ロータリー
事典というのがありますが、あれでいうと会場監督で
すね、だからSAA委員会としてじゃないんですが、こ
のクラブはSAAを委員会として実際上クラブの例会を
運営していくという形になっているので、それはそれに
合わせているのですが、あの一応だから定款はあるん
ですが、定款細則はあるんですが、なかなかその通り
になっていないのが現状でして、例えば細則には社会
奉仕委員会というのがちゃんと作らないといけなくて、
五大奉仕、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、世界
奉仕、青少年奉仕、この委員会を常任委員会として作っ
たうえで委員会をしていくんだとなっているんですが、
実際にはそうなっていない。人数ということもあります
ので、やはりここは早くスタートしないと次年度が十分
な奉仕活動ができないということがありまして、これを
さらに理事の選任をまだいいんじゃないかということで
延ばすとちゃんとした1年が送れないというので、私は
まあそもそも会長エレクトとか幹事をやる人を探すのに
ほんとうに苦労しました。あの私、20年前に広島北
RCで幹事をやっていました。あそこはどっちかという
と体育会系なんで、あのここは違うからそういうやり方
を、もう言われたらイエスかはいしかない。だからもう
すんなり決まるんですね。幹事なんか。ところが私が
そんなこと全然知らないもんですから、会長エレクトを
決めて幹事をいざ決めようと思ったらなかなかやる人
がいない。積極的にやっぱりクラブ奉仕というのは、
五大奉仕の中の一番のその最初に出てくる奉仕なんで
すね。クラブの奉仕、奉仕活動の最重点たるもの。えー
と、だからそういうことで、えーまあ本当にまず幹事を
決めるのに苦労した。まあ先ほど福元さんが最初に声
をかけたんですが、あのいろいろあって最終的になっ
ていただきました。会長エレクトもですね、何人かに声
をかけたんですが、なかなか、まあ明山さんが引き受
けてくれてまあほっとしたんですが、まあ理事も、理事
はそこまでじゃなかったんですが、やっぱりあの大変だ
ということもありまして、折角あのここでこれ以上理事
をかえるというのは不可能です。私もそこまでやる気は
ありません。折角皆さん一つ一つ説明して「こういうふ
うにやります、来年1月からスタートですよ、7月からじゃ
ないですよ。1月から準備しますよ。」ということで全
員説得してですね、やっと引き受けていただいたみな
さんなんですね。えーと、ですからあの3分の1以上で
あればやはりこれは逃すのではなくてやはりここで最
終的な承認を得てもらって次年度のスタートを1月から
始めたい。それには皆さんで協力していただきたいと
いうことで考えております。はい、私の意見は以上です。
（石川会員）
　山下エレクトがおっしゃることは本当にそのとおりだ
と思っています。今まで、定款、細則を見直さずに今
まで来てしまったというのはやはり我々のミス、そこは
申し訳なかったかなと思っております。これだけ60人と

いう規模になってやはり変わっていかなくてはいけない
し、新しいクラブとしてスタートしていかなくてはいけ
ないというところはもうその通りだと思っています。た
だ、あのやはり今までここまできたという歴史もあるん
ですね。そういう意味である意味それを尊重していた
だきたいなというのもあって、やはり変わっていかなく
てはいけないけど、それはやはりソフトランディング的
にやっていただきたい。いきなりというところではない
のかなという気はいたします。えいやでやらなければ
変わらないというのもあるのかもしれませんができれば
理事の皆さん決まりました、今から戦略会議の中で、
現富田会長と明山さんと戦略的にじゃあこのクラブをこ
ういう風に理事の中でどういう風にしていこうかという
ことを改めてお話し合いをしていただければと思いま
す。それがクラブとしての継続性を含めてクラブのため
になると思うので何かこれから変えていくときは、その
時の戦略会議の中で戦略的なことを考えながら進めて
いくようにお願いしたいと思います。
（石原幹事）
　今までクラブの人数が30人、40人という時代から
急激に増えてここまで来たというのがございますので、
なかなか理事等の役員をお願いする方も難しかったと
いう状態ですが、最近また出席率も戻ってますので、
たぶん山下エレクトの方も理事の人選にいろいろご苦
労されたのではないかと思われますが、それでは一応
これで総会を終了ということでみなさんよろしいでしょ
うか？
　それでは先ほど山下エレクトから発表されましたノミ
ニー、幹事、及びその他理事の方々についてご承認い
ただける方は？　はい。

（時枝会員）
　定款上は年次総会で前年度の会計報告をして決算
書を皆さんに配ることになっていますが？
（石原幹事）
　話題替わりますので、あくまで山下年度の人事につい
てまず決を採りたいと思いますが。新理事についてご
賛成の方は恐れ入りますが挙手をお願いします。
　一応賛成多数ということで決定いたしました。山下
新人事についてエレクトよろしくお願いします。
　清宮年度の会計について、野呂さんの方から。
（野呂会計）
　今清宮年度の会計と富田年度の会計をしております
野呂でございます。
　先日の理事会で報告して、書類は廻ってるかと思う
んですけれども、皆さんご承知のように吉国さんの退
職に伴いまして会計システムが非常に大幅に変わりまし
た。その中で非常に混迷を極めておりまして、先日の
報告では大変恐縮なんですが、福元年度の決算書が
出た後に福元年度の数字がやはりいじられているとい
うことが判明しているところでして、これを解明、原因



としましては期の途中で弥生会計からマネーフォワード
というシステムに変わってまして、そこで過去何期分か、
福元年度を含めてデータの移行をしているのですが、
その移行の段階でありえるのは勘定科目が何か振り替
わっているんじゃないかということなんですけれども、
これ改めましてやはりあの先日の書類を受けて公認会
計士の早川さんがもう一度確認しておりまして、福元年
度で出された決算書に又マネーフォワードを入れ戻して
おきました。そこの数字に合わせる作業をしなければ
いけないだろうということになっていますので、そこで
清宮年度の数字が変わるということはないと思うんで
すけれどもそこの究明をこれからまたもう一度今マネー
フォワードの数字が承認されたものと違う形になってお
りますのでそこを解明しないとまたずれてくるといいま
すかそういう状況になっています。何度も説明しました
ように現金と通帳とがずれていることはありませんの
で、そこに関しては皆様にお金が増えたり減ったりして
いることはないということだけはご報告させてくださ
い。また、詳細解明次第ご報告させていただきます。
以上でございます。
（石原幹事）
　えーつまり現金関係で不明朗な支出があったり、不
明な使用があったということではなくて、あくまで帳簿
上の科目振替が会計システムの変更によって科目があ
るものないものとか分けなくてはいけないとかそこらへ
んの振替で約40万円くらい差が出ているということで
あの混乱しているというのが事実です。たださっき言っ
たとおり現金が誰かが使い込んだとかお金が足りない
とかそういう問題ではなくてあくまで科目上でございま
すのでそこいら辺は随時又野呂さんの方で今やってい
ただいているところだと思います。そこら辺の結果が出
ましたらまた改めて皆さんへ会計報告として資料を配
布予定にしております。
　それでは年次総会をこれで終わりクラブ協議会に移
りたいと思います。

クラブ協議会/20周年行事意見交換会
（富田洋平会長挨拶）
　それではちょっと気を変えていきましょう。超重いす
ごいいやだこれ。はい。ということではい。20周年行
事になるにあたって各委員会毎に未来パート、現在�
パート、過去パートということで周年行事委員会を選出
して打ち合わせをしています。周年行事に向けて各パー
ト毎皆さんで進んでいってるのですけれども、折角で
すからその機会に例会参加者、今日本当はもっと参加
してほしかったんですけれども各会員皆さんで周年行
事に向けて今まあ現段階でどんなふうに進んでいるの
かそして皆さんに意見をもらえる部分はもらいたいなと
思ってますし、あの皆さんと一緒に作り上げていきたい
なという気持ちもすごくありますので、クラブ協議会と
いう場で皆さんの声を吸い上げていきたいななんて思っ

てます。周年行事の責任者として指揮をとっていただき
ますのが石川さんですのでこれから石川さんにマイクを
渡しますので是非よろしくお願いします。
（石川和子会員）
　改めまして皆さん、こんにちは！
　楽しい20周年の周年行事のお話
をしたいと思います。今富田会長か
らお話がありましたように今まで5
回委員会をすすめてまいりました。
そして随分具体的な計画も決まっております。今日は皆
さんとそこを共有させていただいてあとは皆さんから是
非ご意見をいただきたい、こんなことやりたい、あん
なことやりたい、こんなこともいいんじゃないというよう
なご意見をいただければと思いまして、今回のクラブ
協議会を20周年のためのものにしていただきました。
それぞれ過去パート、現在パート、未来パートに分け
させていただいて、過去パートについては会員歴の長
い方、現在パートについてはその次、未来パートにつ
いてはさっき戦略会議というお話をしたんですが、会
長を中心としてエレクトそれからノミニーの方に入って
いただいてこれからどんなクラブにしたいのかというよ
うなところを皆さんでご相談いただいているとなってい
ます。ひとつ大事なことなんですがキャッチコピー、20
周年のキャッチコピーをいろいろ皆さんで委員会の委
員の皆さんで出していただきました。それを西村さん中
心となってキャッチコピー班を作ってある程度絞ってい
ただいて先日の5回目の会で決めさせていただきまし
た。勝手ながらでごめんなさいなんですけど「愛とチャ
レンジの東京中央新ロータリー」というキャッチコピー、
いいですか？　いいですか？　そんな形でもうちょっと
未来的な人が入るといいなと思っていて今福元さんとそ
んなところを考えたりしています。基本それでいきたい
と思っています。ここはみなさん今過去パート、それか
ら現在パート、それから未来パートのリーダーの方が
いらっしゃっているのでちょっとそこで今まで話し合っ
て相談されていたことをちょこっと進捗をお話しいただ
ければと思っているのですみませんが時枝さんから過
去パートについてお願いいたします。
（時枝会員）
　皆さま度々すみません。一応年数
が長いということで過去パートの担
当をさせていただきました。私も設
立当初から2015年まで全部データ
を拾いまして、5周年、10周年、
15周年の写真ありましたんで、それを中心に拾い出し
まして1枚のシートにまとめてみました。とても大変そう
に思うのかもしれませんが、とても楽しい作業でした。
もうすごい昔のことをいろいろ思い出してあっこんなこ
ともやったな、こんなこともあったなと本当にロータ
リーって20年間いろんな経験をさせていただいてとて
もやっぱり素晴らしい会といいますかクラブだなと思っ



て改めてロータリーの良さを再認識したようなことでご
ざいます。それぞれの年度の会長さん幹事さんが勿論
在籍していらっしゃいますので私が作った表にそれぞ
れ宮下さんにもいろいろ書き込んでいただきましたけれ
ども付け加えていただいて、まだまだ付け加えていた
だきたいところいっぱいありますので本当にこの表をご
覧になってどんどん付け加えていただければなと思い
ます。そういう作業をするのに今dropboxというのがあ
りましてね、共同で編集できるっていうシステムがある
んですけれどもそれある程度容量オーバーすると有料
になってしまうんですね。であの、本当にそれを使って
皆がそれぞれ青字とか赤字とか縁やなんかで書き入れ
てもらえればいいなと思ったんですけれども、ちょっと
そういうシステムを利用するにはちょっとまだ難しいか
なと思ってそこをちょっと悶えてる部分なんですけれど
とりあえず皆さんにある程度発表できる状況になりまし
たら私が皆さんにその年度の会長幹事とか記憶にある
ことをちょっと皆さんにこれからお聞きして来年の準備
に入りたいなと思っております。最終的には2015年ま
では私が責任をもってそのデータを仕上げようと思って
おりますので是非是非記憶を呼び起こしておいて下さ
いませ。よろしくお願いいたします。
（海渡会員）
　オンラインから失礼いたします。私は現在パートとい
うことで直近5年くらいから今までということでまとめ
の担当をしております。実は過去と現在は続いていると
いうのを改めて感じているんですけれども時枝さんた
ちが中心にお作りいただいた年表ですね。これを続け
て直近5年の出来事というのを埋める作業が一つ。今
現在やっていることは感触としてはもうこのクラブの設
立そのものがひとつの大きなチャレンジであることとい
うのは皆さんご存知かと思うんですけれども特にこの
直近5年を見直したときに福元さんの年度で行ったイン
ド例会とかコロナになって当クラブが全国に先駆けて
オンラインを導入したということがございます。あのど
うしてその新しいことができるクラブなのかということ
ですね。なぜ他のクラブはなかなかすぐに変化に対応
することが難しくて当クラブは変化に対応することがで
きたのか、というその神髄みたいものをなぜかというと
ころを掘り下げていくと現在の当クラブならではの要素
みたいなものが見えてくるのではないかなという風に
思ってそういう仮説の下に今作業をすすめております。
であの、当クラブのひとつの大変重要な財産としてで
すね、宮下さんを中心に綿 と々作ってくださっている週
報というのがあると思います。私も実際こんな顔をして
まだロータリー歴は4年くらいであの昔からのこととい
うのは全部知る由もないんですけれども週報で残って
いるということは大変私たちにとってもありがたいこと
だと思っております。ですので、特にロータリー歴が浅
い方にはですね、あのこれを機にウェブサイトに週報
がアーカイブされています。全部読むのは本当にあの

大変な厖大な量ですので、大変かと思いますけれども
あの、さーっと目を通していただくだけでもクラブの歴
史とか何がいつ起こったのかということが大変わかり
ますし、例えばイニシエーションなんかも本当に宮下さ
んがその人がちゃんと話した言葉を全部再現して残し
て下さっています。本当に宮下さんには頭が下がるん
ですけれども、あの是非週報を読んでいただくという
ことだけでもしていただくとこの20周年が振り返れるこ
とになると思いますので、皆さんには是非それをお願い
したいという風に思っております。
　えー、現在私からは以上です。
（石川会員）
　海渡さん、ありがとうございます。あの、やっぱり宮
下さん、ほんとにあのこつこつと作っていただきまして、
皆さん読んでいらっしゃいますよね。それがまあ本当に
クラブを知る一番のツールだと思っています。宮下さん、
ここで改めて感謝をします。ありがとうございます。
　えーと、未来パートについては山下エレクトにお願い
しております。未来パートについてはこれからどんなク
ラブにしていきたいかというところをメインに皆さんで
お話し合いをしていただいています。アンケートもその
一環ですよね。はい、じゃあ山下さん、すみませんお
願いします。
（山下江会長エレクト）
　はい、えーと、未来パートのリーダーを仰せつかりま
して、何人かのメンバーで、えー検討していたんですが、
どういう目標にしようかという考え方にすると面白くな
いというので夢という形で皆の夢を定めていくのがい
いんじゃないか、10年後にどうなったらいいかなという
夢を語りましょうという方向で議論を、あの進めていき
ました。えーまあそこで何回か話をしてですね、まあコ
ロナにめげずですね、うちのクラブはZoomによるオン
ラインの例会をするなどあるいはクラブ奉仕は医療従
事者への奉仕とか非常にコロナの中で他が大体そのね
ダウンしている中で非常に積極的にアクティブにやって
きたということがあります。で、その辺のクラブのパワー
と言いますか、あのもっともっと大きくしていくというか
まあそれから女性が4分の3いるという非常に全体の
ロータリークラブの中では日本においては特別なクラブ
になっているようなこともあってですね、えーアンケート
を書きながらこれは一つの案ですので、アンケートは
自由に書いていただいていいのですが、まあそんなと
ころでこんなクラブでの奉仕活動もどうだろうかという
ような話も出ました。今、現在60人なんですが、10年
後に100人がいいんじゃないかなと、5年後はその中
間点で80名、人数を増やすとなんでいいのかというと、
もっと充実した奉仕活動ができるということで、人数
が増えることは会費も増え、クラブの収入も増えるわけ
ですから自由度が増していくし、またその奉仕の活動
の規模とかパワーとかも増えていくんじゃないかという
ようなことで、まあひとまず10年後には100人くらいに



楽しさもわからないので、まずは今回石井さんが、あ
の石川さんとかに誘われてこられたということですが、
まずは参加して、この例会楽しいよっていうことを皆に
知ってもらう、そういうことで皆が声を掛け合って皆が
参加できて、そこに来たら楽しかった、また来よう、そ
ういうクラブにできたらいいな。それからあといろいろ
出ているんですが、あの奉仕活動をやりたくてクラブ
に入ってきた人が多いと思うのですが、どうやったら
奉仕活動ができるかということを制度化、仕組み化す
る。いま、考えているのが2月協議会、来年の2月協
議会ですね、でえー翌年度の奉仕活動を提案してもらっ
て、すなわち私の年度のものをそういうのを補助金の
申請が4月1日から始まって早い者勝ちなんで、ですか
ら2月の協議会の段階では皆さんにこういうことをやり
たいということを提案してもらって、おーそれいいじゃ
ないかっていうのがあれば皆で協力してまあできるよう
になればと思って、そういうのを制度化したらいいん
じゃないかと。それからまああのニコニコもですね、
意識的に集めるようにしたら、それがいいのかどうか
はあるんですが、えーと私がかつていた広島北RCと
いうのは結構時々全員出行（ぜんいんしゅっこう）とい
うのがありまして、何かいいことがあると皆出そうやと
もちろんこれは義務ではなくてあの気持ちでそういうん
ですが、あのやっぱり皆出します。基本的に全員出行
という日もあったりしましたが、まあニコニコはやはり
奉仕活動の財源になるのでやっぱり積極的に集めると
いうまあニコニコ委員会というのをSAAの中で設けよ
うかなと思っています。ニコニコを意識的に集めると、
目標額を決めて集めるというのでお互いあの出し合うと
いうような形にしていければいいなとこれは私の夢で
す。えーっということで、わくわくする5年後10年後の
クラブにするためにどうすればいいか皆さんの意見を
聞いてあの20周年に反映できればということでかなり
私の個人的な意見も入りましたが、あの皆さんの意見
をまとめて、でこの5年後10年後をどうするかっていう
ことをあの協議していきたいと考えておりますので、そ
ういうことでよろしく、アンケートの方をよろしくお願い
いたします。はい。
（石原幹事）
　山下エレクトありがとうございました。ちなみに皆様
のテーブルにアンケート用紙があったかと思うんです
が、ないテーブルがあればお配りしますので、そこに
皆さんの方で未来のうちのクラブをどういう形にしたら
いいか、していきたいか、これについて積極的なご意
見があれば是非お書きください。それでは石川委員長、
よろしくお願いします。
（石川和子委員長）
　すみません。いや、山下さんありがとうございました。
えー、よいクラブにするためにやはり皆さんに意見をい
ただきたいなと思っておりますので、皆さんアンケートよ
ろしくお願いいたします。はい、であのそれぞれのリー

なっているといいなという夢を、それから女性が多いと
いうことによって、まあ男性社会はどちらかというとヒ
エラルヒーの組織になっているんですが、フラットな組
織を作りやすくなっているということでですね、まあ女
性が入り易い女性がまずうちに入りたいと思うようなク
ラブということでジェンダーフリー、こういうマインドを
持った会員を獲得して日本一自由で元気なロータリー
クラブにしていったらどうかという意見ですね。で、
えーっと出席率の問題というのはあるんですが、皆が
いろいろ参加できるように会員全員が奉仕と親睦を心
から楽しめて成長していける組織、やはりロータリーに
入ってくるということは何らかの奉仕活動をしたいとい
う気持ちがあって入ってくると思うので、そこでこの組
織に入って楽しんでそして自分でも成長していけるとい
うそんな組織になればいいなと。今回先ほども話しま
したように非常にあの役員を選ぶのに私は苦労したと
いうこともありまして、やはり五大奉仕の最初にあるの
がクラブ奉仕なんで、皆が会長とか幹事とか理事をや
りたいという思い、そこでこれはあの義務でもあるし
権利でもあるという意見もまあ出てきておりまして。こ
れ役職をやるとですね、いろんな会の中の交流はもち
ろんのこと外部のロータリアンとの交流もあったりです
ね、あのそれによってもちろん問題意識なくしていろん
なことをやっても何の成長もないんですが、いろんな方
と交流することによって他人よりはすごい成長できるん
ですね。この役員をやることによって。そんなところで
皆さんがワクワクして楽しめるようなそういうロータリー
クラブ、親睦や同好会活動などによって交流をもっと
深めて、これ夢なんですが、やむを得ない欠席を除い
て80％くらいは出席できたらいいなという、これ夢です。
はい、夢ですから。で、メーキャップを含めて100％
出席というのが、これ夢ですから、あくまで夢なんで、
そんなんだからここのロータリーに参加して楽しい、だ
から行こうというようなクラブにしないとそうはならない
ので、そういうクラブにしていければいいなというよう
なことを話しております。それから、あとですね、ミッショ
ンとかビジョンとかバリュー、これ会社によってはあり
まして、うちの事務所もミッションとバリューはあり、こ
ういうミッションとバリュー、そんなものを考えたらどう
かな。当クラブの非常に魅力なのは何かというところで、
強みや魅力を確認してそれを伸ばす、変えたくないも
の、フレンドリー、和気藹々であるとか一旦ことが起こ
れば集中力があるとかですね、非常にいいところがあ
るので、その辺をもっと伸ばしていったら。
　会員増強についても語られたんですが、当クラブが
目指すべき方向の一つに、国際化というのがあるんじゃ
ないか、江さんとかね、女性の方がいらっしゃいます
が少ない、医師が少ない、司法書士や社労士がいな
いということで、そういう関係分類の中でいないところ
の人を会員にしようと、えー今回好評だった富田の部屋
ですね。これは非常に楽しかった。でも参加しないと



ついてはやはり感謝の気持ちを伝える式典にしたいな
という風に思っております。愛があるクラブですから。
で、今いろいろ準備を進めておりますが、今あの何か
古い写真があったらというようなたぶんメールも入って
るかと思いますけれども今一度皆さん探してみて下さ
い。私も昨日夜なべして写真探しました。なんとですね、
小堀さんの結婚式の写真がでてきたので、えっ、何年
前だったっけ、みたいな、いやもう本当にそんな宝探し
じゃないんですけれども、わー皆若いなあとそんな、
何回目の結婚式かはあえて申し上げませんが、石原さ
んも若かったです。はい、もう本当にそういうことをね、
楽しみながら皆で作り上げていく周年にしたいと思っ
ていますので、改めて皆様のご協力をここでお願いし
たいと思います。そしてあの今までは委員の方皆さんで
作り上げてきましたけれど、来年明けましたら4月11日
に向けてですね、具体的な配置それから行事というか
周年に向けて皆さんにもれなく配置についていただき
ます。全員参加なので。そこは、NOはないので、よろ
しくお願いいたします。はい。ここまでなんですけれど
もなにかこんなこと足りないんじゃないみたいなことが
あったら是非おっしゃってください。
　写真も映像も冊子も作っていきたいと思いますので、
どうぞ皆さん楽しみにご協力いただきたいと思います。
はい。何かあったらおっしゃって下さい。お待ちしてお
ります。

（要約文責　宮下）

ダーの方、ありがとうございました。本当に20周年と
いうのは全員参加の周年行事にしたいと思っているの
で、皆様と協議のうえ、皆様にとってよかったねといえ
るような周年の行事にしていきたいと思っていますので
どうぞご協力お願いします。
　そして大事なところあります。当日アトラクションある
んですね。でーどうしましょうっていう話をしました。で、
私はあのプロの方に頼んだりということもありなのかな
と思ったんですけど、ちょっと待ったと、このクラブに
は一芸ある人がいっぱいいるんじゃないか、うふふ。
なので、やっぱりクラブのための周年なので、あのね
クラブの方たちにえー舞台に上っていただいて、で皆さ
んに協力いただいて何かをするのがいいんじゃないか
という風に思っています。まだそれは大盛さんに一芸
発掘とともに、大盛さんが全部するのではなくてアトラ
クションで一芸を持ってる方探しをこれから始めて、ま
あその方を中心に何か楽しいことをしたいと思っていま
す。で、例えばなんですけれどもあの、えーっとアトラ
クションだけではなくやっぱり皆さんにご披露したいこ
とがあるっていうことで台北牡丹RCの方と何か一緒に
できることはないかなっていうそういうことをお話しし
ながらこういう風になっています、こんなことしたいと
思ってますみたいなところを是非何か案をお話しすると
かご報告するとかということができればと思っていま
す。これは西村さんにお願いしています。
　そしてローターアクトとの共同事業。これは折角共
同提唱できるようになったので、アクトと何かやりたい
ねって、これは奉仕活動を含めて今いろいろお話して
いるところなんですが、こういうことができるようにな
りましたっていうようなご報告ができるようにと思って
います。それは海渡さんと富田会長にお願いしてござ
います。
　それから、これはどうかなと思っているんですけど、
一応井関さんになっているけど、新しいロータリーソン
グこれも考えてもいいかという話も一応出ています。で、
それも皆さんとご相談いただいて、できるかどうか、わ
からないけれどもちょっとそんなこともお話には出てお
ります。であの、そんなこともありまして、とにかくこの
周年は会員の皆さんのための周年でありたいと思って
います。で、改めてなんですけれども、この周年委員
会が始まったときに富田会長がまずおっしゃいました。
「20周年になるから、成人式、本当に大切な標（しめ）
だよね」と、「これをやっぱりしっかり伝えきるような
周年行事にしたい」というふうにおっしゃいました。「生
まれた歴史、それから皆さんがどれだけ苦労してここ
まで来たか、その道程とかそれから今後の5年、10
年をどうしていくかというような指針になるような式にし
たい」とおっしゃっていました。なので、やはりここは
先輩、それから新しい入会していただいた方、皆一緒
に作り上げていきたいなという風に思っています。で、
あの独り立ちする時期でもありますけれども、それに



ンデザイナー等とのコラボレーションに携わる。2016
年、カリフォルニアでレコーディングしたソロピアノア
ルバム“Shade”をリリース後、インストルメンタルユ
ニット「いちむじん」に参加。キングレコードよりアル
バムをリリースし、映画�にも作品提供。バンドとし
てサンパウロ、メキシコシティ、ニューヨーク及び日
本各地のコンサートホールで公演をおこなう。
　ボーカル・ミュージックへの愛が高じ、渋⾕JZ�
Bratにて人気イベントVocal�Crossingを9年間に渡っ
て定期開催。各回ごとに3人の情感豊かなシンガー
を招致し、一人ひとりの歌声と全体としてのハーモ
ニーを、ポップス・ソウル・ジャズ・ミュージカル・映
画⾳楽等のジャンルに跨ってピアノ一台でショーアッ
プする。�⾳楽を主、自身を従とした姿勢は水や空
気にたとえられ、幅広いオーディエンスに受入れられ
ている。
http://groovepockets.com/�

過去のコンサート�
マ レ ー シ ア�Penang�Jazz�Festival�/� ス イ ス�
Auvernier�Jazz�Festival�/�ニューヨーク�Zinc�Bar�
/� ブラジル�Japan�Festival�/� メキシコ�Japan�
Festival�/�東京ジャズ�/�ラフォルジュルネ東京�/�上
田こだまジャズ�/�高槻ジャズフェスティバル�/�ブルー
ノート名古屋�/�日本橋三井ホール�/�丸の内ストリー
トパーク�/�高知県立県民文化ホール�/�札幌市民
ホール�/�渋⾕JZ�Brat�/�モーションブルー横浜�/�目
黒ブルースアレイ�等

・�テーブルゲーム（思い出の
写真を見て年次を当てる）

・占いコーナー

・表彰コーナー
ニコニコトップ3表彰
　大盛敬子会員、石川和子会員、富田洋平会長
皆出席表彰
富田会長、石原幹事、山下会長エレクト、
福元会員、石川会員、岡田会員、時枝会員、
水野会員、矢部会員

夜間例会　18時30分から18時45分まで
　富田洋平会長、
　石原忠始幹事

クリスマス会　18時45分から20時30分まで
・会費　20,000円　フレンチ

・司会　石原忠始幹事、
　　　　圓井順子会員

・乾杯　山下江会長エレクト

・ピアノ演奏　永田ジョージ様
【Profile】
柔軟でメロディアスな演奏
で⾳楽への愛情を表現す
る、旅するピアニスト。

　フロリダで生まれ、東
京、ロンドンとペンシルバニアで育つ。クラシックピ
アノを4歳から習い、オスカー・ピーターソンの影響
を受けてジャズ、ポップス、ソウル等のバンド活動
を10代から始める。5年間の東京でのレギュラーラ
イブを経て、サンディエゴに留学。ウェストコースト
の⾳楽シーンで2年活動した後、東京に戻り⾳楽性
の深みを追求する。帰国後は日本・米国・メキシコ・
フランス・インドネシア・イスラエル等のミュージシャ
ンとコラボレートし、ギター＆ボーカルとのジャズトリ
オTriple�Standardと共に日本・アジア・ヨーロッパ
のジャズフェスティバルに招聘される。
　2012年以降、リーダー＆アレンジャーとしてジャズ・
ラテン・ポップスのアルバムを9枚リリース。ピアニ
ストとして、ポップス＆ソウルシンガーのレコーディン
グ、演劇・ダンサー・ライブペインター・ファッショ

�例会報告  第832回  2021年12月20日（月）
	 クリスマス夜間例会
	 						帝国ホテル2階	蘭の間

出席会員数30名+メーキャップ0名
（正会員58名-休会6名）

出席率 57.69%



・閉会挨拶　石井本子会員

以上、会員30名、事務局木村さん、永田ジョージ様、
合計32名の出席により盛況に楽しく挙行されました。

【東京中央新ロータリークラブ20周年記念曲】

明日の夢
～愛とチャレンジで未来をつくる～

作詞　永田ジョージ

希望に溢れてる明日のために
愛で世界を満たしましょう
迷いつつも歩む　霧の道
手と手取り合いながら　声をかけ
昨日の夢を叶えてく
東京中央新ロータリー

背中で見せるのさ　生き方を
行き先明るく照らしましょう
かけがえのない日 を々紡いでく
違いを活かしあって　カラフルに
明日の夢を叶えてく
東京中央新ロータリー
新ロータリー

（20周年記念曲「明日の夢」：20周年式典式次第裏面に
歌詞のみ掲載、楽譜未完成）

（要約文責　宮下）

・会えて嬉しい会員のコーナー
　江蘇萍会員、
　金子健彦会員、
　並木咲樹会員

・�プレゼント交換（自分を表すプレゼント、選んだ理
由をお手紙として添える）



宮下 文夫・山田 桂子・小堀 　彰・
川口 　惠・金子 健彦・諏訪 智美・
大石 由梨枝・白坂 亜紀

クラブ週報
編 集 担 当

富田洋 平 会長� いつも皆さんと一緒に居ます。
� 東京中央新RC一同
明山友 美 会員� Merry�Christmas！
� 育成園の皆さんに会いたいです。素敵な

年末・年始となりますように。
� 皆さんの笑顔あふれる年となりますように。
石井本子 会員� メリークリスマス
� 永田ジョージ様の素晴らしい曲ありがとうご

ざいます。
石川和 子 会員� メリークリスマス！　楽しいクリスマスありが

とう。
井関和美 会員� 久しぶりのパーティー♬�“I'm�so�happy”
井出和 世 会員� メリークリスマス！
上田美 帆 会員� 先週末、長女がチアリーディング日本選

手権に出場しました。
� 残念ながら、決勝進出はできませんでし

たが、素敵な演技ができてうれしいのでニ
コニコします。

太田一 彦 会員� メリークリスマス。ニコニコです。
大盛敬子 会員� コロナに負けずに頑張って下さい。
岡田敏 江 会員� メリークリスマス！
江　蘇萍 会員� 子供達が楽しく成長するよう！
小林真由美会員� Merry� Christmas� and�Happy� new�

year!!
� 心暖まる日をお過ごし下さい。
白水 真 子 会員� 息子の心臓のオペが無事終わりました。
� スーパードクター、ナース、祈りをささげ、

励ましてくれた友人、知人、
� 全ての方々に感謝、感謝、感謝です
城　麻里奈会員� 素晴らしいクリスマス例会に乾杯！皆様に

感謝です。
� 育成園の子供たちに素敵なクリスマスが

訪れますように。感謝。
鈴木隆志 会員� 大切な人と過ごすクリスマス。
� ロータリーの仲間たちとはじめてのクリスマ

スにニコニコします。
高橋　肇 会員� 来年はキャンプ行きたいね！！
時枝紀子 会員� 今日で、年度の半分が終わりました。
� 富田会長・石原幹事、後半も益々、楽し

く充実した例会を期待しております。
西村美寿穂会員� 育成園の子供達が、今年もおだやかで

素敵なXmasと年末年始を過ごせます様。
野呂洋 子 会員� 育成園の子どもたちにたくさんの幸せが訪

れますように！！
馬場宏平 会員� 初ニコニコ！！
� 今年は初めてのことばかり。頑張った自

分にニコニコ！！
早川和 志 会員� 久しぶりの参加です。参加できてうれしい

です♡
福元智子 会員� Xmas例会みなさんにお楽しみいただけた

ら幸いです！！
圓井順子 会員� いつも楽しくうれしいのでニコニコします。
水野珠貴 会員� 早く育成園の皆さんにお会いしたいです！！

メリークリスマス！！
矢部祐加子会員� 2年ぶりにクリスマス例会ができてうれしい

のでニコニコします。
� メリークリスマス
山下 　 江 会員� メリークリスマス！！＆明日21日銀婚式を祝�

して。
� 福元理事、西村委員長をはじめ、ありが

とうございました。
にこにこ合計73,000円


