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　2010ー 2011年度テーマ
R . I . テ ー マ	 「地域を育み、大陸をつなぐ」
	 	 R . I . 会 長	 Ray		Klinginsmith
	 	 地区ガバナー	 上 　野　　　操
クラブテーマ	 「楽しいクラブ、ためになるクラブで25周年を祝おう」	
	 	 クラブ会長	 古 　谷　輝　彦

今後の卓話予定

本日の卓話

７/21	 「台東区社会福祉協議会について」	
	 	 	 社会福祉法人　台東区社会福祉協議会　事務局長　小澤喜良様
７/28	 「セクシャルハラスメントから見えてくる男性と女性の考え方の違い」	
	 	 	 弁護士　志賀こず江様

クラブ協議会　今年度事業計画発表

前回（7/7　1182 回例会）の記録
来　訪　者　紹　介（1182回例会）

	総会員数	 休　会	 出席免除	 出　席	 欠　席	 出席率	 修　正　出　席　率

	 45 名	 1 名	 ２名	 39 名	 3 名	 92.86％	 1180 回例会修正　欠席 6名・出席率 85.71％

出　席　報　告（1182回例会）

会長報告＜古谷会長＞
・日本経済の明るい先行きが一向に見えない
中、会長として１年間クラブ運営に当たる
こととなりました。クラブを取り巻く環境

は厳しいものがありますが、「楽しいクラ
ブ、ためになるクラブ」を目指して精一杯
頑張る所存でおります。原田幹事共々ご支
援ご協力お願い致します。

◆ゲスト ３名 青少年交換留学生　山本絵理様・アントネラ様
	 	 斎藤会員の奥様　斎藤佳子様
◆ビジター ５名  東京浅草RC会長　冨井征也様・東京浅草RC幹事　松崎徹哉様
	 	 東京浅草RC　牧野光男様・三柴直道様・東京足立RC　堀口宗弘様

幹事報告＜原田幹事＞
・口蹄疫被害救済支援会の御報告と御礼

　（ガバナー事務所）
・訃報　指田勢郞P.G.　７月３日ご逝去
　　　　国際ロータリー2580地区ガバナー上野様

・本日、例会終了後第１回理事・役員会を開催
・例会臨時変更のお知らせ　クラブ事務所で
確認

　東京上野RC、東京豊島原RC、東京葛飾東
RC、東京王子RC、東京北RC、東京ベイRC

年間100％出席	 　　岩 戸 正 一 君　22回	　　中 村 義 英 君　19回
		 　　海 内 栄 一 君　４回	　　藤 掛 靖 元 君　２回

東京浅草RCの冨井会長と松崎幹事が
ご挨拶に来て下さいました。



卓　話

　「会長就任挨拶」
　　　−今年度クラブ方針−

　　　　　　　　会長　古　谷　輝　彦

テーマ
１．RI会長　レイ・クリンギンスミス氏のテーマ
　　「地域を育み、大陸をつなぐ」
２．クラブテーマ
　　「楽しいクラブ、ためになるクラブで25周年を祝おう」

クラブが置かれている現況
　2002〜2003年度に58名の会員が在籍しておりましたが、年々減少し現在の会員数は45
名となっております。会員減少がクラブに及ぼす影響は
１．58名在籍していたときと比べ、13名の会員減少は会費収入だけで約400万円の減収
となり、単年度の会費収入だけでは予算が組めないという財政の基盤を揺るがす状況
となっています。
２．また会員が高齢化してくると一部の若い会員やアクティブに活動出来る会員にのみ
負担がかかり、クラブに対する不満の原因となっております。
　　そのため会員拡大はクラブの最大課題として取り組まなければなりません。今まで
のような会員増強委員会が主体となった会員増強活動だけでは十分でなく、会員全員
をチームに分けて増強に取り組み、特に若い会員を増強することによってクラブの活
力を取り戻す必要があります。理事会・クラブフォーラム・炉辺会合などの場を利用
して会員増強について取り組みたいと思います

今年度予算
　会員減少による会費収入の減少でクラブ定期預金口座とニコニコ積み立てから約230
万の取り崩しを余儀なくされております。
　収入増対策として会員増強に努めるほか、現在1,000円であるニコニコの増額をお願い
するか、全会員にもっとニコニコに協力してもらうのが不可欠となっております。SAA
委員会にはニコニコ対策を今年度の最大の課題として取り組んで頂きたいと思います。
　支出を出来るだけ抑えるために、誕生日のプレゼントを廃止（100％出席と結婚記念
日の花束は継続）します。ただ会費の値上げ、例会場の変更、クラブ事務所の移転など
は今年度考えておりません。



　５年後の30周年を考えますと、クラブ定期預金口座とニコニコ積み立てからの取り崩
しは出来るだけ少なくしなければなりませんので、無駄な経費の見直しとか奉仕活動費
を絞るとかし、効率的な支出に最大限努力します。

25周年記念行事
　今年度は創立25周年となっております。地区の年間予定表をみると、25周年記念式典
を計画しているクラブも見受けられますが、当クラブは地区の役員や他クラブの会長・
幹事の御招待などは行わず、内々だけの費用のかからない式典を計画しております。
　偶然にも12月１日例会が1200回例会となりますので、この時にクリスマス家族会をか
ねて25周年を祝う式典にします。全会員、全令夫人、そして御家族の参加で25周年を祝
いたいと思います。
　25周年を記念しての米山奨学基金やロータリー財団への寄付等は財政事情を鑑み行い
ません。

例会
　2010〜2011年度第2580地区上野操ガバナーは例会を重視するよう提案しております。
　「楽しいクラブ」を実現するために夜間例会を３回企画し、令夫人にも積極的な参加
を呼びかけます。また「ためになるクラブ」を実現するために例会卓話を重視し、特に
上野ガバナーが「会員卓話」を呼びかけておりますので、すばらしい会員の話を聞く機
会を設けたいと思います。

奉仕活動
　厳しい財政の下での奉仕活動は困難を伴いますが、RI会長のテーマである「地域を育
み、大陸をつなぐ」に沿って、地域に密着した奉仕活動を社会奉仕委員会に、大陸をつ
なぐ奉仕として国際奉仕委員会に担当してもらいます。
　特に国際奉仕活動では25周年の記念奉仕活動として、戸田パストガバナーが地区大会
において紹介された「Shelter	Box」に取り組み、災害に直面した被害者救済の活動を行
いたいと思います。
　カンボジア日本語学校の支援活動は「胴長おじさんの会」にお願いし、クラブとして
は資金面での支援を今年度は行いません。

小林前会長に古谷新会長から
記念品の贈呈

お疲れ様でした



卓　話

　「幹事就任挨拶」

　　　　　　　　幹事　原　田　　　毅

　いよいよ本日より新年度のスタートです。ご存知のように私は 04 〜 05 年度に引き続
き、2度目の幹事と言う事になりました。私の事はさる事ながら、前幹事が引き続き会
長職を受けると言う勇気と英断に、少しでもお役に立てるならばベストを尽くして頑張
る所存であります。
　論語に「仁者は憂えず、知者は惑わず、勇者は懼れず。」とあります。私には仁も、智慧も、
勇気もありませんが、会員各位の応援を頂いて是非、憂えず、惑わず、懼れずの 1年間
で在りたいと決意しています。
　ところで、我々ロータリアンを象徴するロータリーバッジについて感ずるところを述
べさせて頂きます。私の知る限りでは、ロータリーのマークは過去 3回変わっているよ
うです。そもそも、例会場をあちらの事業場からこちらのホテル等々、毎回引っ越して
回るところからロータリーと命名したとの事で、1905 年の発足当時は親睦と友愛を目
的とした団体であったロータリーは、そのマークも引越しを表現する「馬車の車輪｣ を
つけていたそうです。ところが、1911 年、当時のクラブを見て、「こんな仲間の利益ば
かりを考えている会は永続しない。広く社会的に有用な団体となる立派な旗印が必要で
ある」と考えた人がいました。そうです。アーサー・シェルドンです。そして、商業道
徳が退廃するシカゴにあって、本当に企業が生き延びる秘密は、相手の身になって励む
事であることに思い至った彼が「最も多く奉仕するもの、最も多く報いられる」という
ロータリーの標語を掲げ、翌年に至り、馬車の車輪のマークから、相互扶助のギアのマー
クが採用されました。このようにしてロータリーは単なる親睦団体でもなく、商売繁盛
の相互扶助機関でもなく、職業の奉仕の理想を中心として集まる同志の集団と変わって
いったようです。そして 1922 年になると、ギアのマークの中央に鍵穴のような図形を加
え、今日のロータリーマークが誕生しました。これは鍵穴ではなく、心棒が滑らないた
めの楔穴であり、ギアの回転のエネルギーがこのシャフトによって外に伝道されるよう
に、ロータリアンの奉仕の理想がロータリアンの職業を通じ、生活を通じて、社会に影
響を及ぼそうという理想と意欲を表現しているという事です。このロータリーマークが
象徴するように、どうかクラブ運営にあったっては、例えどの委員会に所属されようとも、
積極的に、意欲的に皆様のエネルギーをクラブの各位にお伝え頂きたいと思います。
　というわけで、今年度のクラブ方針「楽しいクラブ、ためになるクラブで 25 周年を
祝おう」を実現するためにどうぞ、皆様の心のギアを合わせた、絶大なる協力を頂けま
すよう、心よりお願い申し上げます。
　我がクラブの創立記念日は 11 月 13 日ですが、その後、本年 12 月 1 日に記念すべき
1200 回の例会日を迎えます。本来ならば盛大な式典をと言う考えもありますが、時節柄、
質素倹約・質実剛健で、只クラブの皆様の溢れる喜びの中でクラブ創立 25 周年と 1200
回例会を記念したクリスマス家族会を開催する所存です。盛大であった 1000 回記念日
の時と同様に、会員各位の奥様方の全員の参加を目指して参りたいと考えていますので、
重ねて皆様のご協力を心からお願い申し上げまして、幹事就任の挨拶とさせて頂きます。



ニコニコボックス
＜浅草R.C.　冨井征也会長・松崎徹哉幹事＞
・浅草中央RCの皆さん今年１年宜敷お願い
します。

＜浅草R.C.　牧野光様＞
・賢弟　古谷会長の旅立ちを祝し、貴クラブ
益々のご発展をお祈りします。

＜植木、上野＞
・浅草ロータリークラブ冨井会長、松崎幹事
ようこそいらっしゃいました。

＜古谷会長、原田幹事＞
・本年度もよろしくお願い致します。
＜松崎＞
・今日は‼　長期休会をして会員の皆様にご
心配ご迷惑をお掛けし、大変申し訳ありま
せんでした。心よりおわび申し上げます。
今後もなにとぞ宜しくお願い致します。

＜山尾＞
・古谷会長、原田幹事、各委員会の皆様のご
健闘を祈ります。浅草中央RCは不滅です。

＜藤野＞
・三女に長女が生まれました。明日から家に
来ます。大変楽しみです。

＜斎藤、長堀、宮村、柘、小林（雅）、柿沼、
長島、大塚、藤掛、片岡、中村、植木、尾泉、
藤野、上原、永井＞
・古谷会長、原田幹事の新たな船出を祝して。 ＜今週担当　高木祐輔＞

＜親睦委員会　宮村、斎藤、片岡、河合、
加藤、矢野、馬場、藤掛＞
・親睦委員会です。浅草中央ロータリーク
ラブ大いに盛り上げてゆきます。１年間
よろしくお願いいたします。

＜天笠、斎藤、柿沼、岩戸、長島、長沼、中村、
植木、井田＞
・永井さん、足の手術が無事終わり、早く
元気になり出席して下さい。

＜SAA一同　潮田、上野、長堀、岩田、天笠、
小林（博）、柘、藤田＞
・本年度SAAをどうぞ宜しくお願い致しま
す。先日の試食会の残金もニコニコしま
す。

＜天笠、斎藤、藤田、柿沼、岩戸、長堀、上野、
中村、海内、関原、渡辺、植木、井田、尾泉＞
・松崎さん、久しぶりに元気な姿が見られ
ました。友としてうれしいです。

＜出席委員会一同　伊石、永井、吉田、松本＞
・今年度出席宜しくお願い致します。
＜潮田＞
・お誕生日のお祝いをして戴き、有難うご
ざいました。
第1182回ニコニコ金額	 91,000円
今年度ニコニコ累計額	 91,000円

委員会報告
＜ロータリー財団委員会　大塚委員長＞
・去る７月２日「高輪プリンスホテル」に於
きまして午前８時から午後４時迄、ロータ
リー財団地域セミナー及びゾーンチーム会
議が開催され、出席致しました。

＜親睦活動委員会＞
・「馬場洋介さん歓迎と藤田喜太郎さんの復
帰を喜ぶ会」のご案内
　　日時：平成22年８月25日（水）18：30〜
　　場所：たいめい軒（予定）
・“ラマーレ・ド・茶屋　日帰りバスツアー”
　初秋の湘南、夕日の映える海辺のレストランで
ディナーを
　　日時：平成22年９月11日（土）
　　会費：大人　15,000円（予定）
　　　　　子供（中学生以下）	7,000円（予定）

⃝　⃝　⃝　⃝　⃝　⃝

交換留学生
　　アントネラさん

お礼の日本舞踊を披露

（７月20日帰国）

⃝　⃝　⃝　⃝　⃝

交換留学生
山本絵理さん

留学の挨拶

（８月26日
ハンガリーに出発）


