
国際ロータリーのテーマ
イマジン ロータリー

会長 ジェニファー・ジョーンズ

クラブのテーマ
夢を語ろう、そして私たち一人
一人が行動し、夢を叶えよう
会長 三田春彦

第２７５０地区のテーマ
ロータリーを広めよう

ガバナー 富澤為一

２０２２年１１月２４日第２５９０回・例会プログラム

１２：３０ 開会点鐘 三田会長・松下会長代行

ロータリーソング

ソングリーダー 馬場会員・安居会員

「手に手についで」「四つのテスト」

ビジター・ゲストの紹介 親睦委員会

会長報告 三田会長・松下会長代行

幹事報告 中村幹事・下大薗幹事

委員会報告

記念日祝い

ニコニコ・ボックス

ピアノ演奏 川上路子

１３：００ 卓話

「ガバナー公式訪問」

富澤為一ガバナー

１３：３０ 閉会点鐘 三田会長・松下会長代行

会長 報告
本日は、富澤ガバナーをお迎えし、ガバナー公式訪問例会として東京城南ロータリークラブと合同
で例会を開催します。第2750地区富澤ガバナー様、村田ガバナー補佐様、時枝地区幹事様、各務
グループ幹事様、ようこそ東京目黒ロータリークラブへおいで下さいました。心から感謝申し上げま
す。
会員の皆様には、いつもよりも早く集まっていただき、準備、会場設営をありがとうございます。改
めてお礼申し上げます。
本日は、富澤ガバナーの卓話となっております。大変楽しみにしております。今後のクラブの参考
にしたいと思います。
ガバナー公式訪問では、当クラブの和気あいあいとした雰囲気、クラブの奉仕活動、会員増強等ク
ラブの活動状況そして、今後の状況などを富澤ガバナーにアピールをする絶好の機会と考えており
ます。短い時間ですが、時間が許す限り富澤ガバナーと名刺交換等を積極的にお願いします。

さて、先週の例会で「ＭＯＡ目黒美術館児童作品展」の事を盛会員からお話をしました。３年ぶりの
開催でした。今年の３月にまん延防止措置、リバウンド警戒期間が終了し、その後は発令されること
はありません。今後も無いかと思います。
経済は動き出し、徐々に行事やイベントも開催されるようになって来ました。当クラブの奉仕活動
である、９月の少年サッカー（ロータリー杯）の表彰、先月行われました、めぐろ童謡コンサート、中
目黒公園祭は、感染対策に注意をしながらコロナ前と同じ様に開催されました。
今は、子ども達に関するイベントを開催すると、募集人員に１日で予定人数に達してしまいます。
コロナ前は、行事にも寄りますが、あまりその様な事はありませんでした。子ども達も３年間我慢し
ていたのでしょう。本当に楽しそうに参加しています。子ども達の動き回る姿、楽しそうな笑顔を見る
と私達も楽しくなります。嬉しくなります。「開催して本当に良かった。」と、思います。
しかし、子ども達は、何か遠慮しながら動いている。何か気にしながら参加している。楽しそうな笑
顔の中にはその様に見えます。コロナ前の様に感染対策をせずに、そして、マスクを外して子ども
達が動き回れるのはいつになるのでしょうか。何も気にせずにイベントを開催出来るのはいつにな
るのでしょうか。さあ、私達の奉仕活動のメインイベント４月１６日に開催される「We Love Meguro」に
向けて、感染対策を考慮しながらどの様に開催するか考えましょう。子ども達の笑顔を見て下さい。
楽しんでいる姿を見て下さい。私達も楽しみましょう。

The Rotary Club Of Tokyo Meguro
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幹事 報告

記念日のお祝い

ピアノ演奏 川上路子さん

卓 話

フランク・チャーチル作曲 曲名 「いつか王子様が」

ガバナー公式訪問

富澤為一ガバナー

●2022-23年度 ポリオ根絶チャリティゴルフのご案内
日時：2023年4月24日（月）午前8時～スタート
場所：小金井カントリー俱楽部
参加費：１０，０００円（パーティー・賞品代含む）
締切：２０２３年１月３１日

●引き続き、１２月１５日に予定しております「年末クリスマス夜間例会」の出席表を入り口に置いて
おりますので皆様のご参加をよろしくお願いいたします。
池田親睦委員長が手配中で詳細については後日ご案内させていただきます。
場所はホテル雅叙園東京です。

●パシフィックベースン（PBG）50周年記念式典のご案内
メールで皆様にお知らせさせていただいておりますが、改めて下記をご確認ください。

●引き続き、インターシティミーティングの出欠表を入り口に置いておりますので、まだご記入
いただいていない方はどうぞよろしくお願いいたします。

本日、該当の方はいらっしゃいませんでした。

日にち 時間 内容 場所 登録料 備考
3月21日
(火・祝)

8：00～ ① 親睦ゴルフコンペ Country Club
of the Pacific

＄170
現地精算
参加者へ詳細連絡

(プレー代・昼食・コンペフィー)

3月21日
(火・祝)

17:00～20:30 ① グ ル ー プ ・
フォー・

ワン ディナーBBQ

Ypao Beach Park 
Pavilions ＄280

(1/7以降
＄300)

カジュアル

3月22日
(水)

7:30～9:00 ① 合 同 奉 仕 活 動
ビーチクリーニン
グ

Tumon Beach カジュアル

18:00～
21:00

① PBG50 周 年 記 念
ガラディナー

Hyatt Regency
Guam

スマートカジュアル以
上

3月22日
（水）

午後 ① PBG企画のツアー 参加希望者へ 詳細
連絡

未定 現地精算
希望者へ詳細連絡

3月23日
（木）

午前 ⑥ゴルフ:公式行事では
なく希望者向け予約代行

【⑥の3月23日のゴル
フ】を参照ください

＄150～ 現地精算
希望者の予約代行



６

出席記録 会員数 出席数 出席免除者 出席率
メーキャップ

補正

１１月１７日 総数 ３１名 出席 17名 出席０名/0名 54.8％

「先週のビジター・ゲストのご紹介」

ニコニコＢＯＸ

件数 ４件 金額11,000円 累計３６５，０００円 目標 １，０００，０００円

■中村幹事
来週はガバナー公式訪問です。皆様よろしくお願いします。

本日のゲストはいらっしゃいませんでした。

■三田会長
来週は、ガバナー公式訪問です。出席をよろしくお願いします。
「FIFAワールドカップ2022」楽しみです。ウキウキ

■須賀会員
来週のガバナー公式訪問。目黒クラブのまとまりの良さをみんなでアピールしましょう。

■安居会員
妻の誕生日もお祝い ありがとうございます。

■記念日のお祝い
11月18日安居輝子夫人のお誕生日
おめでとうございます！

■今日は皆様お忙しく
参加者が少なくてお席が寂しいです。



例会日：木曜日（Thursday） 12：30～13：30
例会場：ホテル雅叙園東京（hotel Gajyo-en tokyo）

〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1
TEL：03-3491-4111（代表）

東京目黒ロータリークラブ事務局
〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

アルコタワー3Ｆ
ＴEL：03-3492-1350 FAX：03-3492-2100
URL：http://www.Tokyo-meguro-rotary.club
E-maiｌ：office@tokyo-meguro-rotary.club

発行人 ＲＩ Ｄ２7５０ 東京目黒ロータリークラブ
2022-23度会長 三田春彦 幹事 中村健二郎 副会長 羽田伊助 副幹事 花谷勇治

広報委員会週報委員会 ２０２２年１１月２４日 第２５９０号

今後の予定

12月 「疫病予防と治療」月間

12月 1日（木） クラブ年次総会 第6回理事会

12月 8日（木） 通常例会：

12月15日（木） 年末クリスマス夜間例会 ※12月22日・29日～年末休会 2023年1月5日新年休会

2023年 「職業奉仕」月間

1月11日（水） インターシティ・ミーティング移動例会 於：明治記念館

1月12日（木） IM振替休会

1月19日（木） 通常例会： 第7回理事会

1月26日（木） 通常例会：

第2589回 ガバナー公式訪問に向けて・聖フランシスコ子ども園について

■三田会長より
来週にガバナー公式訪問について報告
当日のタイムスケジュールに沿って説明と確認。

■須賀奉仕PJ委員長より
聖フランシスコ子ども寮についての報告

11月11日に三田会長と中村幹事と聖フランシスコ子ども寮の
方にお伺いしてまいりました。副施設長にお会いしたのですが
就任して間もないので過去の事はご存じなく、改めてクラブから
斉藤会員に動いて頂いて寄付しているトイレットペーパーの他に
なにかあるのかの確認もお話してきました。
子ども寮はいろんな所から寄付が来るようで寄付によっては
寄付する側が勝手に困っているだろうと思われて勝手に置いて
いくという物もあると、その中でトイレットペーパーは消費するもの
なので嬉しいと言ってくださいました。
既存のホルダーに合う物を引き続き寄付する事をお伝えしました。
他の田園調布RCも園に支援しているようです。

1938年に鹿児島市から大田区久が原に移って、久が原が本部
という事になったそうです。社会事業法による許可を受けたのが
1939年5月、聖フランシスコ子ども寮となったようです。
現在まで養護施設として運営しているそうです。（以下省略）


