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SERVE TO CHANGE LIVES

事務局

令和 3年 11 月 9 日 No.1327 号 会長 /石川 肇久 幹事 /竹原 聖二

5） 青山ワンダフルヨガ

「先程理事会で来年のエレクトが川﨑会員に決まりました。
前会長の川崎さんなので安心しています。 みんなの力が無いと
出来ませんのでよろしくお願いします。 白井典子さんが入会
されました。 来週ガバナー訪問で入会式を行いたいと思います」

令和3年 11月 2日　第 1326回
例会プログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　SAA 木下会員
1. 開会点鐘　　　　　　 　　　　　　   　   石川会長
2. ロータリーソング　　　　　　　　　　   八木会員
　　　　君が代・我らの生業（拝聴のみ）
3. 四つのテスト　　　　　　  　　　　　 　矢島会員
4. ビジターゲストの紹介　　　                　片木副会長
5. 会長挨拶　　　　　　　　　　　  　　　 石川会長
6. 青山ワンダフルヨガ　   　　　  　　 川崎直前会長
7. 誕生祝い♪バースデーソング 　　　　　  八木会員
8. 幹事報告　　　　　   　　　　　　　　　竹原幹事
9. 委員会報告　　　　　　　　　　　  　 　　各委員
10. ニコニコ BOX/ 出席報告　 　    池田ニコニコ会員
11. イニシエーションスピーチ　　　　　　池津会員
12. 閉会点鐘　　　　　　　 　　　   　　　石川会長

令和3年 11月 9日　第 1327回
例会プログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　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
　　　我らの生業 /青なのか藍（愛）なのか
3. 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. バナー贈呈　　　　　　　　  　　　　　 石川会長
7. 幹事報告　　　　　　　　 　　　　　  　竹原幹事
8. 入会式（白井典子新会員）　　 　　　　　石川会長
9. 委員会報告　　　　　　　　　　　        　　各委員
10. ニコニコ BOX/ 出席報告　　      池田ニコニコ委員
11. 卓話「ガバナー公式訪問」　　　　   三浦ガバナー
12. 閉会点鐘　　　　　　　　　　　　 　　石川会長

会長挨拶

ワンダフルヨガ。 集まったのを実感する本当に嬉しいシーン。

幹事報告

委員会報告
柴内会員より 「先日 10 月 26 日東京青山 RC、 北澤
八幡神社、 日本動物病院協会コラボレーションのアニマル
セラピーが行われました。 2 年ぶりの現場活動、 特別許可
を経て実現しました。 ロータリアン、 参拝の方からの寄付も
ございました。 JAHA さんに送金させていただきました。
来年もどうぞよろしくお願い致します。」
池田会員より、 財団寄付について。 川﨑会員より、 米山
奨学会個人寄付について。

例会場
東京都港区北青山 3-9-14　TEL:03-5766-8838
通常例会日：第一 ・ 第三火曜日 午後 12：30~13：30

青山セントグレース大聖堂
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（1324 回時）例会場

「来週セントグレースでガバナー訪問。 温かくお出迎えをしたい。
11 月 19-20 日奈良で移動例会。 せっかくなので前乗りで
ゴルフ。 12 月 21 日年末クリスマス例会、 ハープの演奏を
堪能していただけると思います。 12 月 7 日次年度の役員を
決めるクラブ総会がございます。」

11月誕生祝い

「明日誕生日を迎えますが、 今後も楽しく皆さんと歩んで
いけたらと思います」 八木会員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…

東京赤坂 RC　直前会長　熊本誠司様
池津さん本日のイニシエーションスピーチを聞きに来ました。
東京青山 RC の皆様ご無沙汰をしています。 コロナもこのまま
収まって自由に会えると良いですね。

石川肇久会長
八木さんお誕生日おめでとうございます。 来週はガバナー訪問
です。 参加をお願いします。 池津さんのイニシエーションスピーチ
楽しみにしていました。 熊本さんようこそおいで下さいました。

竹原聖二幹事
あっという間に 11 月になってしまいました。 コートを着るのは年内
有るのかな？

片木瑠璃子副会長
秋風がさわやかになりました。 クラブの人々と久しぶりにお会いし
充実したひとときを過ごしたいと思います。

川崎雅代直前会長
本日は池津さんのイニシエーション楽しみにしています。 池津さんを
ご紹介下さった熊本さま、 おこし下さいましてありがとうございます。

伊谷江美子会員
八木さんお誕生日おめでとうございます。 秋になってパンダさん達
はじめ、 動物達が快適に過ごせる季節になり嬉しいです。

池田昭宏会員
今日は池津さんのイニシエーションスピーチとても楽しみです。
宜しくお願いします。

萩　伸雄会員
今日は池津さんのイニシエーションスピーチ楽しみにして参りました。

柴内晶子会員
素敵な秋の日ですね！！本日は池津さんのイニシエーション
スピーチ、 とても楽しみです。 皆さんとの例会うれしいです。

木下　恵会員
八木さんお誕生日おめでとうございます。 今月は移動例会で
私の地元奈良に来ていただいて光栄です。
目一杯楽しみましょう！！

八木知美会員
熊本様ようこそ！！今日も良いかんじですね。 昨日まで
瀬戸内海でゆであがっておりました。 奈良たのしみにしています。

松島綾子会員
池津さんのイニシエーションスピーチ楽しみです～♪池津さんとは、
はじめてお会いした時から何となくおもしろい方だなあ～って思ってたん
です。 熊本パスト会長、 池津さんのような素晴らしい方をご紹介して
いただき、 本当にありがとうございます。

池津学会員
イニシエーションスピーチ頑張ります。 それで精一杯です。

白井典子会員
今日からご一緒させて頂く事になりました。 本当に嬉しく思います。
人生が楽しくなりそうです。 一生懸命頑張りますのでどうぞよろしく
お願い致します。 八木さんお誕生日おめでとうございます。
素敵な一日をお過ごしくださいませ。

◆今後の例会プログラム予定◆
11 月 19-20 日   親睦旅行（奈良）
12 月   7 日　年次総会（セントグレース大聖堂）
12 月 21 日　夜間例会（セントグレース大聖堂）
1   月 11 日　新年親睦例会（セントグレース大聖堂）
1   月 25 日　例会

◆地区役員 ・各種行事スケジュール◆
11 月 22 日　山の手西グループ会長 ・ 幹事会
12 月 20 日　山の手西グループ会長 ・ 幹事会

池津会員イニシエーションスピーチ

「略歴を簡単に言いますと、 システムエンジニアから弁護士に
なりました、 というものなんですが、 別の視点を設定しまして、
私も大好きで日本で名前が変わる程愛されている鰤が世界から
見るとブリモドキに分類される程重要ではない、 ということに驚き、
国により人により、 認識の齟齬があるということを学んだのです。」

「新卒でシステムエンジニアとして 3 年
過ごしました。 コンピューターの仕事は
人の感情に左右されないところに魅力を
感じていました。 しかし仕事内容に疑問
を持ち、 また体力的に限界。
法律はロジカルで人間関係に特化しなくて
いいのではと目指しましたが、 実は法律は
コミュニケーションがもっとも大切と知りました。
しかし、 エンジニアの経験を活かし、
クライアントの話をしっかり聴き、 より多くの
データを集めてクライアントの状況を理解
するという方向で、 仕事をしています。
ロータリアンとしては、 困った状況に
陥った人たちの事を理解しそれに応じて
いく、 自分の経験が生かせるんじゃない
かなと考えています。
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