
 

  

例会記録  

会員総数  50名  出席会員数  29名 

ゲスト     3名  その他     13名 

ビジター    7名  事務局      2名 

海外ビジター0名  出席率   64.48％ 

 ──────────────── 

6 月 5 日 Make-up後の 

出席率 83.56％ 

 

 
  【今週の MU状況】 
時園・浅野・須藤会員（6/21地区納めの会） 

須藤会員（6/23 地区５大奉仕委員長会議） 

保科会員（6/27 日本橋 RC） 

若林会員（6/28 九十の会） 

 

 

          

   

ニコニコボックス  

福島南 RC皆様： またお会いでき嬉しい 

です。次年度も宜しくお願い致します。 

時園会員：１年間ありがとうございました 

若林会員：アトランタ国際大会楽しく行っ 

てきました。アメリカの大きさを再認識。

ゴルフ頑張ります。 

新保会員：アトランタ国際大会行ってきま 

した。皆さまと楽しい旅行でした。 

     

        
  

次回予告  

第2回例会 2017.7.10（＃2171） 

 会場：舞の間 

 例会ホスト・紹介係  秋山君 

       受付係  若林君   佐藤君 

       会費係  澤本君 

司会者     薗君 

ソングリーダー 齊藤君 

 

卓話「五大奉仕委員長・親睦・    

クラブ研修リーダー委員長挨拶」 
 

会長報告 

1） １年間ありがとうございました。 みなさまのご協力のもと、数々の奉仕活動や、親睦会、先週はアトランタの国際大会

にも参加することができました。  

「心を一つに、楽しもうロータリーを」をスローガンにしてまいりました。 ５０周年に向かい、各課題に全会員が取り組

み、ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽや復興支援活動も目標を達成し、飯舘村へ図書寄付を実現できました。 今後とも皆様のご理解ご協

力を賜りますようお願い致します。 

2） ６月１０日に帰国しました、青少年交換学生の木村奈穂さんがお母様と出席です。 お帰りなさい。帰国早々受験勉

強で忙しいそうです。 ８月に派遣される猪飼かなこさんが出席です。             
 新旧会長幹事の皆様。次年度宜しくお願い致します               

幹事報告 

1） 最終例会に、お集まりいただきありがとうございました。 

2） ７月はクラブ協議会・会長幹事慰労会・納涼会と行事が続きますが、 

多数ご参加下さい。 また、来期のｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問は７月２４日で 

すので、各自ご準備をお願い致します。 

3） 来期の理事交代のための公示を致します。 青少年委員長に 

植芝会員を公示致します。 

 
 

50 周年祝賀会まであと 343 日 

  本日の例会プログラム 

第 1回例会 2017.7.3（＃2170） 会場：舞の間 

例会ホスト・紹介係  荒川君   会費係   木寅君 

受付    福田君  乳井君 

司会者 薗君  ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 齊藤君 

 

卓話「三役就任挨拶・あり方検討・プログラム委員長所信」 
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         ﾛｰﾀﾘｰ：変化をもたらす 

東京麹町ロータリークラブ    

 前回の報告 

第 37回例会 2017.6.19（＃2169）  

 

     最 終 例 会 
 

     会場「ベッラ・ヴィスタ」     

  

 

 

 

  2017〜18 年度年度 

国際ﾛｰﾀﾘｰ会長  Ian H.S.Risely  



 
 

  
 

 

 

新三役就任ご挨拶 

 

 

 

 

 

「50 周年を祝おう！doing よりも being！」 
 

 

 

第５０代会長  

久保田 智也 
 

 

 

 

2017～2018 年度東京麹町ロータリークラブ会長を拝命

いたしました久保田智也です。新保副会長、荘村幹事、

飯嶋副幹事と共に一生懸命頑張ります。何卒宜しくお願

い申し上げます。 

 

今年度は東京麹町ロータリークラブが誕生して 50年目の

節目の年です。2018 年 6 月 11 日（月）には 50 周年記念

式典・祝賀会を開催する予定です。 

全員一丸となって 50周年を祝いましょう。楽しみましょう。

そして成功させましょう。 

 

東京麹町ロータリークラブ 50 周年は先輩のロータリアン

がクラブを誕生させ、育てて来て下さった延長線上にあり

ます。会員の一人として心より先輩方に敬意を表したいと

思います。 

 

50 周年を機会に東京麹町ロータリークラブのあり方を一

度皆で検討してみませんか?東京麹町ロータリークラブの

奉仕のあり方、東京麹町ロータリークラブの親睦のあり

方、対外クラブとの関係性、RI・地区・規定審議会への対

応そして会員増強問題・女性会員問題などなどです。 

私は入会当初より事あるごとに、東京麹町ロータリークラ

ブは「品格あるクラブ」であると先輩から教えて頂いて参り

ました。そのままでよいのか、変えるべきなのか、更に加

えて「品格と〇〇のクラブ」とした方がよいのか、これは

100周年に向けてのメッセージになると思っています。 

 

その為に若林委員長、中谷副委員長に無理にお願いし

て東京麹町ロータリークラブの「あり方検討委員会」を立

ち上げて頂きました。今後出てくるであろう委員会の答申

を全会員にお示しし、それを全会員で更に議論していた

だき、2017年中には東京麹町ロータリークラブのあり方を

決定し、50 周年に向けて発信して参りたいと考えていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

一年間会員お一人お一人が東京麹町ロータリークラブの

ロータリアンである事の自覚と誇りと喜びをもてる様に、

そしてロータリアンとしてまずは楽しめる様に、会長として

微力ではございますが努力して参ります。皆様のご支援

を心よりお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

    副会長 新保 雅敏 

 
 

 

 

今期、副会長及び、クラブ奉仕委員会委員長を仰せつ

かりました、新保でございます。 

久保田会長の方針を確りと受け止め、１年間活動させて

頂きます。 

本日は、クラブ奉仕委員長としてお話をさせて頂きます。 

クラブ奉仕委員長の役目は、読んで字のごとく皆様の

クラブライフの充実を図ることが役目と思っております。毎

週の例会が有意義で楽しさを感じて頂ける事を心がけ、

皆様との親睦を大切に過ごしたいと思います。その為に、

各委員会と情報を共有するためのコミュニケーションを取

りながら活動して参ります。 

そして、何よりも良き仲間を増やして行くことがとても大

切です。私が入会した 20 数年前の会員数は 100 名を越

え、例会も大変にぎやかで、活気を感じられました。やは

り、会員が多いい事は組織の力になります。 

時代の変遷により、価値観の捉え方も様々となってい

ますが、友情と奉仕の精神は普遍的な物だと思います。

皆様と共にその精神を再確認し、会員拡大を目指したい

と思います。 

周年行事の成功はもとより、５０周年を迎える伝統ある

クラブとして、これからの５０年に向けての在るべき姿を皆

さまと共に摸索し、久保田会長、荘村幹事の力となる様、

努力して参ります。 
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 幹事 荘村 明彦 

 

 

このたび久保田会長のもとで５０周年という重要な年次

に幹事を仰せつかりました荘村明彦です。 

 入会させて頂いてから７年経ちましたが、まだまだ未熟

でございます。久保田会長を補佐し皆様のお役に立てる

よう精一杯努力させていただく所存です。 

 久保田会長の掲げる熱い想い「５０周年を祝おう！doing

よりも being」を実現できますように、幹事としての務めを

果たしてまいりたいと思います。その為には久保田会長

の所信にもございますように、５０周年を楽しみ、成功さ

せ、そして５０周年から次の５０年、１００周年に向け東京

麹町ロータリークラブがどうあるべきなのかを皆様と考え

勉強していきたいと思います。 

 歴史と伝統ある東京麹町ロータリークラブの名に恥じぬ

様精一杯頑張りますので、皆様のご指導を賜りますよう

宜しくお願い申し上げます。 

 

一年間どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

2017-18ガバナー 吉田雅俊 

2017-18年度のキーワード 
「感動と調和」 
 
生き生きとした街づくりに貢献した

い、明日を担う子どもや若者を支援し

たい、みんなが平和に暮らせる世界

をつくりたい……。そんな思いを胸

に、世界各地のロータリークラブ会員が、それぞれの地域

社会で活動しています。 

自分にできるこ と 、今日からはじめませんか 。        

（RIウェブサイトより） 

 

ロータリーが、その活動において、感動を伴い、そして

社会の調和のとれたものであったので、1905 年設立以来

現在まで 112年間にわたって、200国を超えるまで普及し

たのだと思います。しかし今、日本においては、社会貢献

型 NPO 活動が盛んになる一方、ロータリーは当地区も含

めここ 10 数年、会員数は減少の一途をたどっています。

それは何故でしょうか。行為する者・される者が、感動の

絆で結ばれること、それがロータリーのサービスではない

かと私は思います。そして、世の中と調和してこそ普遍的 

サービスと言えると思います。 

ロータリーの在り方そのものも、ダイバーシティーの時

代を迎えた今、世の中の現状や価値観との緩やかな調

和が求められているのではないでしょうか。2017-18 年度

は、この「感動と調和」をキーワードに、五大奉仕、米山奨

学、そしてロータリー財団活動を行うことを推奨します。 

 

2017-18年度の行動指針 
「研修と実践」 
 

2016-17 年度から、吉田建二 地区研修リーダーのも

と、研修を 3 年間継続活動とすることを、上山ガバナー・

吉田雅俊・松坂ガバナーノミニー 3 者で合意いたしまし

た。 

上山ガバナー（2016-17）年度は「親睦と研修」が重点

項目です。 

2017-18 年度は「研修と実践」を行動指針といたします。

前年度から引き続き幅広い研修をベースに実践検証を推

奨しようと思います。従いまして、各クラブにはその方向

での情報提供アドバイスをしていこうと考えています。つ

きましては、各クラブが研修リーダーを選任するよう推奨

します。 

   RIのテーマ「ロータリー：変化をもたらす」 

     

 
 

東京麹町ロータリークラブ 
 設   立 1968 年 6 月 17 日 〒102-0093 

 例 会 日 月曜日 12：30 千代田区平河町 1-3-8 

 例 会 場 ホテル･ニューオータニ       平河町プラザ 204 号 

  TEL:03-3263-9220       

 会   長 久保田智也 FAX:03-3263-9122 

 幹   事 荘村 明彦 e-mail office@koujimachi-rc.jp 

 会報委員長 木寅 雅之 URL：www.koujimachi-rc.jp 

クラブだより  No.1  

  ７月３１日（月） 18：00～ 

  納涼会にご参加下さい      

  会場：スカイツリー「６３４」 
  東京を一望できる展望デッキ 

からの眺望を堪能し夏の一夜 

をお楽しみ下さい。 


