
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
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SERVE TO CHANGE LIVES

事務局

令和 3年 12 月 7 日 No.1329 号 会長 /石川 肇久 幹事 /竹原 聖二

5） 青山ワンダフルヨガ

「本日はお足元の悪い中ガバナーはじめ皆様にご来館いただき
ありがとうございます。 我々は今若いメンバーが増え先週戦略
委員会を設置しましたが三年、 五年後の青山をどうするかと
いうことを考えなさいとガバナーからご指導いただきました。
メインは我々がやらねばならないのですが、 どう変えて行くかは
メンバーの意思によって変わるという事があります。
ビジネスをロータリー上でやるのはタブーでしたが 4 年前に礼儀
と礼節、 品格を保ちながらビジネスを伸ばしていく方向になったと
言うことで今後はやっていきたいと思います。
ロータリーに入りたい、 新しいメンバー候補を戦略をもってリスト
化し、 そういった事で人員を確保し将来に向かっていく。
若い方がいて青山という立地に恵まれたところにいるので、 楽しい
雰囲気を醸し出し、 旅行、 ゴルフ、 奉仕活動、 皆さんの
知恵の中でそういった活動をしているということをアピールしていく。
新会長川崎さんは前年度からの実績があり、 幹事松島さん、
そして新メンバーも迎え新しい方向に向いていきたいです。」

令和3年 12月 7日　第 1329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　　　　　　　　　　   白井会員
　　　　君が代・我らの生業（拝聴のみ）
3. 四つのテスト　　　　　　  　　　　　 　八木会員
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♪BDソング 石川、川崎、竹原、柴内会員
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　  　    池津ニコニコ会員
11. 年次総会　　 　　　　　　    　川崎会長エレクト
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　　      松島ニコニコ委員
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 /石川会長

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。

入会式

委員会報告

2021.11.1 付けご入会、 白井典子会員、 おめでとうございます！

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

「今日はガバナーより他のクラブの増強の仕方とかを教わり、
是非試してみたいです。 移動例会奈良に 10 名程度、
非常に楽しみにしております。 12 月 21 日、 リアルでクリスマス例会
私の 55 歳の誕生日でもあります、 体調に気を付けながら
皆様と楽しんでまいりたいと思います。」

11月誕生祝い

幹事報告 /竹原幹事



会員増強賞授与
11） クラブ総会

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

卓話 「ガバナー公式訪問」 / 三浦ガバナー

【自己紹介】
1990 年　東京八王子西ロータリークラブ 入会
2006-07 年　クラブ幹事
2007-08 年　多摩南グループ幹事
2012-13 年　クラブ会長
2014-15 年　地区会員増強委員会 委員長
2015-16 年　地区米山記念奨学委員会 委員長
2016-17 年　多摩南グループ　ガバナー補佐
2018-19 年　地区奉仕プログラム委員会 委員長
2019-20 年　ガバナーノミニー
2020-21 年　ガバナーエレクト
2021-22 年　ガバナー
〇米山功労者 マルチプル
〇ロータリー財団 
　  ベネファクター
     ポール ・ ハリス ・ フェロー
     マルティプル ・ ポール ・ ハリス ・ フェロー
　  ポール ・ ハリス ・ ソサエティー
     メジャードナー

【RI テーマ】
「奉仕をしよう みんなの人生を豊かにするために」 奉仕
とはどういうことか。 日本発、 海岸清掃活動という形で
実行された一つのウェーブについて等。

【会員増強】
2750 地区は日本のリーディング地区。 会員数であっても
奉仕活動についても、 日本のトップでなければならない。
その一員が青山ロータリーさんであると認識いただきたい。
【ポリオ根絶について】
3 年間ポリオの患者を出さない、 そこで初めてそのエリア
でのポリオが根絶された、 という事になる。 ポリオはちょっと
油断をするとまた広がる。 病気にかかった子の命も助かる
事もあるが、 体に大きな障害が出て生き残る。 自分も
親として祖父としてそんなことが子供にあってはならないと
思っている。 その為、 この根絶活動に力を入れている。
【女性の environment】
女性が普通の生活が出来るように、 そんな世界を目指し、
活動していきたい。
【ロータリーの周知】
トレインジャックをはじめ、 世界とロータリーが繋がるように
周知活動も続けていく。
等、 たくさんの素晴らしいお話の数々をいただきました。
東京青山ロータリークラブ一同、 学びのある意義深い
時間をいただき、 感謝申し上げます。



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…

石川肇久会長
本日は三浦ガバナー、 松岡 G 補佐、 寺島グループ幹事、
橋本地区幹事、 ようこそいらっしゃいました。 青山の雰囲気を
お楽しみ下さい。

竹原聖二幹事
三浦ガバナー　ようこそいらっしゃいました。 楽しく明るい青山の
例会を楽しんで下さい。

片木瑠璃子副会長
雨の中ガバナー三浦眞一様を始め、 お出かけいただきまして
誠に有難く感謝申し上げます。 どうかよろしくお願い申し上げ
ます。

川崎雅代直前会長
本日は三浦ガバナー　雨の中お越し下さいましてありがとう
ございます。 感謝申し上げます。

伊谷江美子会員
三浦ガバナー、 松岡様、 橋本様、 寺島様をお迎えする
例会光栄に存じます。 お足元の悪い中ようこそお越し下さい
ました。 楽しく明るい青山の例会をお楽しみ下さい。

池田昭宏会員
本日はガバナー公式訪問です。 宜しくお願い致します。

萩　伸雄会員
本日は、 三浦ガバナー、 松岡ガバナー補佐、 橋本地区幹事、
寺島グループ幹事をお迎えしての例会、 光栄に思います。
足元の悪い中、 ご来会ありがとうございます。

柴内晶子会員
三浦ガバナー、 松岡ガバナー補佐、 橋本地区幹事、 寺島
グループ幹事、 皆々様を無事お迎えでき、 心から嬉しく存じます。
本日の雨も自然の恵み（少々足元がぬれますが…）↗

↘心はいつも澄んだ青空！の青山 RC です。 本日はご訪問
いただきありがとうございます。

木下　恵会員
今日はあいにくの雨模様ですが、 三浦ガバナーと素晴らしいゲスト
の方をお迎えする最高の日に司会を務めさせていただけて大変
光栄です。 この様な機会をいただくごとにロータリアンとして成長
して参りたいと思いますので、 これからも宜しくお願いします。

八木知美会員
三浦ガバナーようこそ。 本日恵の雨　ずっと求めていた雨で
心落ち着く日になります。 しみじみと本当に良い日を実感して
います。

松島綾子会員
ガバナーようこそいらっしゃいました♡青山のメンバーは、 みんな今日の日を
楽しみにしておりました～♪

池津学会員
三浦ガバナー、 ゲストの皆様、 お越し頂きありがとうございます。
宜しくお願い致します。

白井典子会員
三浦ガバナー　ようこそお出で下さいました。 今日からの入会でございます。
どうぞよろしくお願い致します。

◆今後の例会プログラム予定◆
12 月 21 日　夜間例会（セントグレース大聖堂）
1   月 11 日　理事会 ・ 新年親睦例会（セントグレース大聖堂）
1   月 25 日　例会（セントグレース大聖堂）
2　月   1 日　理事会 ・ 例会（セントグレース大聖堂）
2　月 15 日　家族集会
2　月 22 日　振り替え例会（地区大会）

◆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

ガバナー公式訪問 /卓話

「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。」


