
tokyo aoyama rotary club
2021-22東京青山ロータリークラブ【週報】

奉仕の心を届けよう、家族のようなメンバーと

〒150-0011　東京都渋谷区東 3-17-11-702
TEL:03-6427-5951　FAX:03-6277-2238
E-mail:info@aoyama-rc.jp

東京都港区赤坂 1-12-32　TEL: 03-5562-8201
通常例会日：第一 ・ 第三火曜日 午後 12：30~13：30

アークヒルズクラブ アーク森ビルイーストウィング 37F（1322 回時）
SERVE TO CHANGE LIVES

事務局

例会場

令和 3年 9月 28 日 No.1322 号 会長 /石川 肇久 幹事 /竹原 聖二

令和3年 9月 28日　第 1322回
例会プログラム

令和3年 7月 6日　第 1321回
例会プログラム

5） 会長挨拶

皆さん、 今日は！久々の会長なので少し緊張しています。　
4 名の新入会員の方々に恵まれましたが、 危機感を持って
臨んで行きたいと思います。 我がクラブの人材が何よりの
財産だと思います。 7、 8 月はかなり気を付けて、 その先は
元気なロータリーに戻りたいと思っております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　SAA 池田会員
1. 開会点鐘　　　　　　 　　　　　　   　   石川会長
2. ロータリーソング　　　　　　　　ソングリーダー
　　　　君が代・我らの生業
3. 四つのテスト　　　　　　   　香村職業奉仕委員長
4. ビジターゲストの報告　　　                　片木副会長
5. 会長挨拶　　　　　　　　　　　  　　　 石川会長
6. 幹事報告　　　　　　　　　 　　　　  　竹原幹事
7. 青山ワンダフルヨガ　　　　  　　 　川崎直前会長
8. 誕生祝い /バースデーソング　　        　　矢島会員
9. 委員会報告　　　　　　　　　　　  　 　　各委員
10. ニコニコ BOX/ 出席報告　　　          ニコニコ委員
11. クラブ総会　　　　　  　　  　     司会・竹原幹事
12. 閉会点鐘　　　　　　　 　　　   　　　石川会長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　SAA 木下会員

1. 開会点鐘　　　　　　 　　　　　　   　   石川会長

2. ロータリーソング　　　　　　   　　川崎直前会長

　　　君が代・我らの生業

3. ビジターゲスト紹介　　　　　　　   　片木副会長

4. 会長挨拶　　　　　　   　　　　　　    　石川会長

5. 青山ワンダフルヨガ　　　　  　　 　川崎直前会長

6. 幹事報告　　     　　　　　　　　               竹原幹事

7. 地区役員・委嘱状授与　　　　　　　   　石川会長

8. 委員会報告他　　　　　　　　　　        　　各委員

9. ニコニコ BOX/ 出席報告　　　         萩ニコニコ委員

10. クラブ総会　　　　　　　　　　　　 　竹原幹事

11. 閉会点鐘　　　　　　　　　　　　 　　石川会長

4） ビジターゲスト紹介 /片木副会長

山の手ロータリークラブパストガバナー補佐　星野勇介様
ようこそお出で下さいました。 一心にヨガに TRY 中の

星野様。
駆けつけて下さって
ありがとうございます！



THE　NEWS 11） クラブ総会

福原パストガバナーのお手紙の朗読 / 川崎直前会長
福原パストガバナー理事会に急なご訪問：熱き友愛のお手紙を
川崎直前会長にお手渡しくださいました。 私達からの寄せ書きへ
のお返事を個人個人の名前を挙げてお返事くださいました。
熱烈感謝！

「数えでいうと 88 歳、 老骨に鞭打ってこれからも頑張ります」
これからもお元気で、 ご活躍を一同期待しております！

8） 誕生祝い /矢島嗣久会員

お誕生日

おめでとう

ございます

6） 幹事報告

皆様今日は！一年間幹事ということで石川会長やメンバーに
教わりながらやっていきたいと思います。 どうぞよろしくお願い
致します。 本日の理事会の報告は木下さんと松島さんを幹事
サポーターとして副幹事に。 クラブ細則変更の承認を後程。
今年はセラピードッグ、 麻布乳児院、 港区福祉センターへの
奉仕活動を予定しております。 クラブの移動例会、 日時は
11 月 19 日（金）～ 20 日（土）奈良旅行を考えております。

☆石川会長 3 回目の会長を拝命しました。
今年度初めの高齢の方々の退会は、 致し方ない時間の
流れですが、 少し若い世代の 4 名の方々の入会は嬉しい
出来事です。 いまや当クラブには 「重たいもの」 はなく、
自由な雰囲気で意見はどんどんください．その上で判断は
私がしていきます。 今年度の RC の方向性も会員増強
です。 お一人がお一人を是非例会にお誘い下さい。
ジュニア会員のアイデアも理事会で決定、 総会で承認
されました。 十分に活用していきましょう。
☆川崎直前会長　前年度 1 年を通して改革を進めて
きました。 まだ完全ではありませんが、 今後も 1 人 1 人の
力を結集して力を合わせて行きたいです｡
☆片木副会長　地域奉仕活動は大切です。 ロータリーに
入っていることで名刺を差し出すだけで社会的に信頼して
もらえて物事が成功する事が多々ありました。
皆さんと仲良くやっていきたいです。
☆竹原幹事　皆様の御協力を賜り役割を担っていきたいと
思います｡基本、 宴会担当として頑張ります！ゴルフ、
乗馬も交流進めたいです。
☆松島副幹事　今は 「わからない事だらけですが」
「やる気だけは沢山あります！」
☆矢島クラブ管理運営委員長　例会でいつも楽しく
和やかな雰囲気でやっていきたいです。 うちの北澤八幡に
皆さんに植樹して頂いた 「木」 は順調に育っています。
☆萩クラブ奉仕（親睦）委員長　新型コロナ禍もそろそろ
明けるのではないでしょうか。 青山はこじんまりしたのが良い
ところでもあると思います。 会長幹事の指示のもと、 クラブで
楽しむ場を作りたいです。 今年の前半は色々大変でしたが
後半は楽しんで行けますように。
☆香村職業奉仕委員長　4 つのテストの時は大丈夫なのに、
今はちょっと緊張してしまった。（笑）ところで、 私は公認
会計士ですが、 今は財団管理や税理士をしています。
悪い事をしないで正しく歩んでいくことが良いのだと思います。
☆伊谷社会奉仕委員長　今まで何回も何年もこの役割を
してきていますが、 フレッシュな人たちが入ってくれたことで刺激を
受けました。 8 月には日野さんも帰国するので親睦も深め
られると良いと思います。
☆片木青少年奉仕委員長　前述と重複しますので
それにてご挨拶に代えさせて頂きます。
☆池田ロータリー財団委員長　財団の役割は以前は
京谷さん今は僕というようにずっと変わりません。
皆さんの寄附の半分が 3 年後に帰って来ます。
1 人 1 人の寄附は青山 RC はクリアしてきています。
次のステップに行くにはポールハリスフェローの寄附で $1000-/ 年を
クリアできると良いと思います。 12 月に青山がゼロだと
厳しいのでよろしくお願いします。

お誕生日

おめでとう

ございます



ニコニコは、 嬉しいこと、 家族に良いことがあったらいつもより少し増やして…

山の手ロータリークラブパストガバナー補佐
星野勇介様
石川会長、 このコロナ過の中ご苦労があると思いますが
頑張って下さい。 山の手 35 周年にお越しいただいた皆様
ありがとうございました。

石川会長
石川丸、 スタートしました。 皆様宜しくお願い致します。
ロータリーを楽しみましょう！

竹原幹事
梅雨ももう少し明けるには時間がかかりそうです。 石川会長と
1 年間幹事をやらせていただきます。 どうぞ宜しくお願いします。

片木副会長
石川年度が始まりました。 協力し合って一年間充実した
ロータリーライフを楽しみましょう。

香村会員
カンボジアに小学校を造ろう！

矢島会員
前年度川崎会長、 柴内幹事、 コロナ過の中ご苦労様でした。
新年度石川会長、 竹原幹事、 元気で頑張って下さい。
誕生祝い頂戴し、 ありがとうございます。

伊谷会員
石川会長竹原幹事年度がはじまりました。 すばらしい年度に
なりますように皆でがんばりましょう！上野でも 100 年の
上野動物園の歴史で始めてのパンダの双子が生まれ、
いい年になりそうです。

池田会員
石川会長、 竹原幹事、 1 年間宜しくお願いします。

川崎会員
石川会長年度スタートおめでとうございます。
竹原幹事、 一年どうぞよろしくお願い致します。
皆の力を一つにがんばって参りましょう！！福原ガバナーより
ニコニコを頂きました。 ありがとうございます。 感謝♡

萩会員
石川年度スタートおめでとうございます。 石川会長、 竹原幹事、
皆様 1 年間よろしくお願いいたします。

柴内会員
石川年度第一回理事会、 例会、 すがすがしい気持ちで臨みます。
理事会場に福原前ガバナーのサプライズのご搭乗と、 私たちからの
寄せ書きへの心のこもったお手紙を携えて前ガバナー自らのお立ちより…。
すばらしいスタートですね。

八木知美会員
じめじめつづきますね。 石川年度スタートおめでとうございます。
すばらしい時のはじまり。 たのしみです。

松島綾子会員
先日のゴルフコンペとっても楽しかったです。 また行きたいです～♪
竹原さんには色々教えていただき、 ありがとうございます。

◆今後の例会プログラム予定◆
10 月 12 日　理事会 ・ 例会
10 月 19 日　例会 ・ ガバナー補佐訪問（アークヒルズクラブ）
10 月 26 日    セラピードッグ奉仕活動（予定）
11 月   2 日　例会 ・ ガバナー訪問打合せ（セントグレース大聖堂）
11 月   9 日　例会 ・ ガバナー公式訪問（セントグレース大聖堂）
11 月 19-20 日   親睦旅行（奈良）

◆地区役員 ・各種行事スケジュール◆
10 月 25 日　山の手西グループ会長 ・ 幹事会
11 月 22 日　山の手西グループ会長 ・ 幹事会


