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　2019ー2020年度テーマ

R . I . テ ー マ	 「ロータリーは世界をつなぐ」
	 	 R . I . 会 長	 マーク・ダニエル・マローニー
	 	 地区ガバナー	 新 本 博 司
クラブテーマ	 「『温故知新』ロータリーを学びましょう。そして、美しいクラブ ’浅草中央’の実現を！」	
	 	 クラブ会長	 潮 田 幸 一

今後の卓話予定

７/17	 ガバナー公式訪問	
７/24	 定款休会
７/31	 「超高齢社会と介護保険制度」

東京銀座新RC　㈱高齢者住宅新聞社　代表取締役　網谷敏数	様

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

来　訪　者　紹　介

	 51 名	 0 名	 9 名	 47 名	 3 名	 94.00％	 1582 回例会修正　出席率 89.58％

前回（7/3　1584 回例会）の記録

◆ゲスト 2名 東京浅草R.C.会長　中川雅雄	様、東京浅草R.C.幹事　太田　泉	様

◆ビジター 6名 東京北R.C.　安積武史	様、東京浅草R.C.　冨井征也	様

	 	 東京浅草R.C.　向井　聡	様、東京浅草R.C.　宮本卯之助	様

	 	 東京浅草中央RAC直前代表　三浦慎太朗	様、東京浅草中央RAC幹事　白岩莉子	様

幹事報告＜矢野幹事＞
①クラブのメイン口座をみずほ銀行千束町支店
に変更しました。年会費の請求は次週以降と
なります。振込先口座に御注意ください。

②今年度より会員の名札を新調しました。
③今年度用の会員名簿を配布致しました。事
業計画書は次週の例会で配布します。

④地区より2022-23年度のガバナーノミニー
デジグネート候補者推薦のお願いが届いて
います。自薦・他薦がある方は幹事まで御

会長挨拶＜潮田会長＞
・本年度１年間どうぞ宜しくお願い申し上げ
ます。

・浅草ビューホテル副総支配人の桜井明さん

連絡ください。
⑤地区職業奉仕セミナーの御案内が会員宛に
届いております。テーマは「中小企業の事
業継承について」です。御希望の方は幹事
まで御連絡ください。
⑥各クラブより例会変更が届いています。ク
ラブ事務所で御確認ください。
⑦本日例会終了後に第1回理事・役員会を開催
します。該当者は御参加をお願い致します。

が本日付けで入会となりました。
本日は、あいにく欠席ですので、来週
「入会式」を行う予定といたします。



ニコニコボックス
＜東京浅草ロータリークラブ会長　中川雅雄 様、

幹事　太田　泉 様＞

・新年度が始まり、ご挨拶に参りました。潮
田委員長、矢野幹事、一年間がんばって下
さい。浅草中央ロータリーの皆さん、宜し
くお願いします。

＜東京浅草ロータリークラブ同窓一同様＞
・潮田新会長の就任を祝って、東京浅草
R.C.同窓一同、今年一年お酒はひかえるよ
うに。（宮本、冨井、加納、向井、井上）

＜東京北ロータリークラブ　安積武史 様＞
・潮田会長就任おめでとうございます。一年間
お身体に気をつけて頑張って下さい。また浅
草中央クラブの益々の発展を祈念します。

＜浜中前会長、斎藤前幹事＞
・会長・幹事慰労会、ご招待頂きまして、あ
りがとうございました。

委員会報告
＜親睦・出席委員会　長沼委員長＞
・７月27日の隅田川の花火大会、申込人数が
定員に達しましたので、本日で締め切りと
させて頂きました。当日は６時30分集合で
会費3,000円を予定しております。雨が降
らない事を祈ります。

＜青少年奉仕　ローターアクト委員会　常見委員長＞
・浅草中央ローターアクトクラブの新年度第
１例会が７月７日に行われます。本例会後
に出席の方はお申し出下さい。

＜社会奉仕委員会　江連委員長＞
・先月、28日・29日視察研修ならびに会長・
幹事慰労旅行が行われました。

＜潮田会長、矢野幹事＞
・会長・幹事、一年間宜しくお願い致します。
美しいクラブにしましょう。

＜今年度プログラム委員会一同（伊石、宮崎、
植木、立野、髙木、中村、小林（雅））＞

・潮田新会長、矢野新幹事の活躍をプログラ
ム委員会はサポートしますので、よろしく
お願いします！

＜常見、片岡、岡部、岩戸、磯本、太田、和田、
関根、澤野、浜中、斎藤、上野、山尾、伊石、
松丸、天笠、後上、植木、古谷、長島、丸岡、
河村、宮村、伊藤、吉沼、大塚、小林（雅）、
田村、上原、中村、江連、藤掛、宮崎、丸岡、
渡辺、海内、尾泉、髙木、立野、松本、岩田＞

・潮田会長・矢野幹事、新年度の船出をお祝
い申し上げます。浅草中央ロータリー一同

＜国際奉仕委員会一同（吉沼、山尾、宮崎、
大塚、宮村、田村）＞

・一年間よろしくお願い致します。
＜上野、太田、岩戸、園部、関根、磯本、松丸、

松本、澤野、髙木、坂本＞
・今期宜しくお願いいたします（SAA一同）。
＜宮崎、浜中、後上、山尾、上野＞
・震災視察・会長幹事慰労旅行の添乗員の朴

パク

さんの慰労を兼ねた二次会の残金をニコニ
コへ。

＜片岡、伊藤＞
・九州地方の豪雨被害、被災者の皆様へ

心よりお見舞い申し上げます
＜潮田、吉沼＞
・お誕生日のお祝いをして戴き、有難うござ
いました。

東京浅草 RC 会長　中川雅雄 様

東京浅草 RC 幹事　太田　泉 様



卓　　話

新会長・新幹事就任挨拶

会長　潮　田　幸　一

２０１９−２０２０会長方針
・国際ロータリーテーマ 「ロータリーは世界をつなぐ」
・第 2580 地区テーマ 「奉仕の実践／平和で明るい未来」
・クラブテーマ 「『温故知新』ロータリーを学びましょう。
 　そして、美しいクラブ“浅草中央”の実現を！」

　平成から令和へと新時代を迎えるにあたり、ロータリーに於いて、
　故（ふる）きを温（たず）ねて新しきを知りたいと思います。
　プログラム委員会・ロータリー情報委員会が中心となって、決議２３−３４を含
みロータリーの変遷などが学べる卓話を是非にお願いしたいと思います。（卓話が
数回にわたってもよろしいかと思います。）
　また、ロータリーを学ぶことで、より深い親睦が育まれると考えております。
全員が感心を持ち全員が参加する親睦活動を推進していきたいと思います。
　そして、令和「人が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つ」にも通じますが、
美しい調和のとれたクラブの実現を目指したいと思います。
　本年度も「フラフェス in 浅草」を開催し、現地高校生の復興活動の場をクラブ
として提供し、東日本大震災を風化させない活動を継続します。
　ローターアクトを支援するとともに、合同夜間例会を開催し交流を図りたいと
思います。
　米山奨学生２年間の受け入れが４月よりスタートしています。カウンセラーと
ともに全会員で支援しましょう。
　会員の増強を継続して行います。純増５人を目標とします。
　沖縄地区大会に、できれば会員全員で参加し、地区テーマである「平和で明る
い未来」を体感したいと思います。そして次次年度の地区大会の運営につなげて
いきたいと思います。
　ホノルル国際大会に参加し、世界をつなぐロータリーに触れてみたいと思います。
　近隣諸国と民間レベルで親善を行うことは大変重要なことであると思っていま
す。台湾等のクラブとの交流を考えていきたいと思っております。



＜今週担当　河村英朗＞

幹事　矢　野　幸　士

今年度、幹事の大役を仰せつかりました矢野でございます。
皆様、1年間宜しくお願い致します。
私はロータリーに入会して 20 年近くの月日が経ちます。植木会員にお誘い頂き、
先月お亡くなりになられた松﨑さんと共にスポンサーになってくださり、入会さ
せて頂きました。
入会当初は 26 才で、30 代 40 代の方も殆どいらっしゃらず、年齢が近いのは上野
会員だけだったと記憶しております。
また、神社界の役職により中々例会に出席できず浅草 RCへのメーキャップも多
く、当初は若さも有り色々と思い悩みましたが、多くの先輩会員に優しいお声掛
と暖かい御指導を頂き、今日に至りました。
今年度幹事として、これまで受けた御恩をクラブ運営の為に役立たせたいと考え
ております。
潮田会長から幹事のお誘いを受けた際は、「大丈夫、全部自分がやるから」と仰っ
て頂き、安心してお引き受けしたものの、実際に始まってみると話しが違う大変
なお役目である事を改めて実感した次第です。しかしながら、高級天ぷらを嫁と
共に奢られてしまいましたので（笑）、自身がすべき事を把握し、しっかりと実行
に移し、会長を支えていきたいと思います。
その会長とは、神社の祭礼等を含め 1年の半分は常に毎日連絡を取り合い、祭礼
直前は毎日のようにお会いしています。本来であれば祭礼が終わった今頃は少し
疎遠になる時期ではありますが、これからも常に連絡を取り合えると思うと嬉し
くてシカタアリマセン。
自身が取り組むクラブ運営としては、先ずは定型書類の整備があろうかと思います。
先輩方がこれまでに作り上げられた貴重な資料ですが、中には 5年前 10年前のも
のをそのまま使用している書類もございます。時代も少しずつ変化しており、その
ベースはしっかりと大切にしながら、今に合う内容に変えていく事も必要です。
今日皆様もお気付きになられたかと思いますが、名札も新調させて頂きました。
これで落ちても転がりません。そうした現状に即したインフラの整備にも取り組
んで参ります。
また、地区からも要請が来ておりますが、クラブの公共イメージ向上も担当させて
頂きます。江連社会奉仕委員長とも話しを進めておりますが、10月に行われる復興
支援活動の一環であるフラフェス in浅草に関連付けて、別途社会福祉活動にも取り
組む所存です。
更には、平和への取り組みも地区のテーマであり、会員皆様と共に 2月の沖縄での
地区大会に参加し、自身で、そしてクラブで何ができるかを模索したいと思います。
会長が定められた今年度のテーマとして温故知新、そして美しいクラブを作ると
あります。最初は美しいクラブとは何なのか自身にとっては全く不明でしたが、
先程会長の挨拶を伺い、その想いをしっかりと受け止めさせて頂きました。この
テーマが実現できるよう幹事として尽力して参りたいと思います。
今年度幹事を受ける事になり約半年以上前よりその準備に当たらせて頂きました。
その間、浜中前会長、そして斎藤前幹事には幾度となく御指導を頂き、そして今
日を迎えました。心から感謝を申し上げますと共に、引き続き御教導くださいま
すようお願い致します。
拙い幹事として、これからも会員の皆様には多々御迷惑をお掛けする事と思いま
すが、何卒御理解と御協力を切にお願い申し上げ、幹事の挨拶とさせて頂きます。


