
 

  

例会記録  

会員総数  43名 出席会員数  30名 

ゲスト    2名 その他    1名 

ビジター   1名 事務局    2名 

海外ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0名 出席率   7526％ 

 ──────────────── 

6月 4日 Make-up後の 

出席率 85.26％ 

 
 【今週の MU状況】 

  乳井会員（6/ 20 お茶の水 RC）  

  佐藤会員（6/ 29  地区委員会）   

 

ニコニコボックス  

中谷会員：表彰を受けました。 

金田会員：５０周年お疲れ様、大盛会でした。 

若林会員：５０周年無事終了。これから６０年 

     目指しましょう 

時園会員：５０周年お疲れ様。１００年１５０年と 

     頑張りましょう。 

荘村会員：１年間ありがとうございました。皆様

のおかげで何とか勤め上げました。 

濱田会員：会長・幹事１年間ありがとう。 

地引会員：５０周年、お世話になりありがとう 

秋山会員：先週お茶会において皆さんにお世話

になりました。 

木寅会員：５０周年の際、家族で貴重な経験を

させて頂きありがとうございました 

荒川会員：５０周年おめでとう 

飯嶋会員：５０周年大変お疲れ様でした。 

夫人誕生日：久保田会員・後藤会員 

 

 

次回予告  

第2回例会 2018.7.9（＃2208） 

 会場：舞の間 

 例会ホスト・紹介係  乳井君 

       受付係  木寅君  浅野君 

       会費係  秋山君 

司会者   崎山君 

ソングリーダー 澤本君 

 

卓話「五大奉仕委員長挨拶」 

       濱田広道職業奉仕委員長 

       福田仁司社会奉仕委員長 

       荒川和幸国際奉仕委員長 

       荘村明彦青少年委員長 

       須藤仁クラブ研修リーダー 

会長報告 

1）本日は、最期の例会です。卓話には衆議院議員山田先生に起こし頂きました。 

2）先週の祝賀会には、みなさまのご協力で盛会に終了することが出来ました。心より御礼申し上げます。  

各方面より、お褒めの言葉と共に、労いを頂いております。ありがとうございました 

3）米山奨学生のナレンさんが出席です。  

4） 例会終了後に、催促に関する臨時クラブ総会を開催しますので、 

お残り下さい。 

5）7/1入会予定の吉田氏の公示をしました。お諮りください 

 

幹事報告 

1） 祝賀会ではいろいろと有難うございました。当日、おみやげが 

無かったかたは、お申し出下さい。 

2）7/9の会長幹事慰労会の案内を配布いたしました。今回は50周 

年祝賀会の打ち上げも兼ねます。皆さまお集まり下さい。 

 7/30日の納涼会の案内も配布いたしました。 

3） 今期委員長は業績報告書を、次年度委員長は活動計画書を 

至急ご提出下さい。 

 
 

  本日の例会プログラム 

第 1回例会 2018.7.2（＃2207） 会場：舞の間 

例会ホスト・紹介係  保科君   会費係     杉本君 

受付係   駒井君  須藤君 

 司会者 崎山君  ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 澤本君 

 

卓話「三役就任挨拶」 
      新保雅敏会長・佐藤茂副会長・飯嶋一晃幹事 
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Be    the    Inspirasion 
    インスピレーションになろう 

 

東京麹町ロータリークラブ    

 前回の報告  

第 37回例会 2018.6.18（＃2206） 会場：シリウス 

例会ホスト・紹介係  時園君   会費係     荒川君 

受付係   保科君  後藤君 

 司会者 薗君  ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 齊藤君 

  

卓話 「２つの国難、未来の日本」 

衆議院銀 山田 美樹先生 

紹介者 久保田会員 

 

 

 

 

  2018〜19 年度年度 

国際ﾛｰﾀﾘｰ会長   Barry  Rassin 
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三役就任挨拶 

 

 

 

 

  第５１代 会長 

           新保 雅敏 
 

「奉仕と親睦」 
 

 設立51年目を迎える伝統ある東京麹

町ロータリークラブの会長を拝命いたし

ました新保雅敏でございます。ここ数年間に無い緊張感に

満ちたスタートであります。 

 木元統括、若林副統括、地引執行委員長そして久保田会

長のリーダーシップの下、かくも盛大に且つ立派な 50 周年

式典祝賀会が開催され、品格ある東京麴町ロータリークラブ

の素晴しさを再認識いたしました。まさに、「あり方検討委員

会」で提唱されている「品格あるクラブ」「伝統文化を大切に

する保守クラブ」が周年事業で実践された 50 周年行事であ

りました。 

 この流れを引き継ぎ、新たな年度をスタートさせる重責を

痛感しております。本年度の活動テーマを、熟慮の結果、基

本に立ち返って「奉仕と親睦」に決定させていただきました。

私事で恐縮ですが、生まれも育ちも六本木、仕事の基盤も

六本木の私が、麹町 RC に入会させていただきましたのは、

趣味の茶道の道は元より、人生の節目節目にご指南賜って

いる山下寛一郎氏（京都 RC へ移籍）からのお誘いによりま

す。近年、スクラップ＆ビルドの再開発ラッシュの六本木の

街から、閑静な麹町に一歩足を踏み入れますと心が安らぎ

ます。茶道の稽古に参りますと「稽古とは一より習い十を知

り、十よりかえるもとのその一」と教わります。当クラブも半

世紀を経て原点に戻り、「奉仕と親睦」をテーマに活動をご

一緒させていただければ幸甚に存じます。 

 さて、当クラブが現在一番の課題としていますことは、何と

申しましても会員増強でありましょう。日本の社会情勢は世

界の中でも今は比較的安定していると認識しています。しか

し、先日のアトキンソン氏の 50 周年記念講演でもありました

ように、少子高齢化と就労人口減少は目前に迫っています。 

ロータリークラブの会員減少も同じ様な時代背景が原因と言

っても過言ではありません。今後は、現会員の皆様の広い

人脈を生かし、男女問わず当会に相応しい方々にご入会い

ただき、今まで構築されてきた活動をさらに活力あるものに

したいと考えています。週に一度の例会は、会員相互のコミ

ュニケーションが育まれる大切なひと時です。SAA の進行と

健康管理委員会の活動、そして、プログラム委員会のご準

備による卓話など、充実した運営となるよう努めます。 

 

なお、テーマの一つ、「奉仕」ですが、奉仕活動には様々

な形態があり、どのような形態でも、仲間と共に行う活動は

心に響き、そこで生まれる連帯感、その活動から学ぶこと、

ロータリー活動そのものが自己研鑽、自己鍛錬の場として

人生のひとコマとなることと存じます。麹町発生のポリオプラ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ス、その基金へのチャリティー事業の推進、姉妹クラブ福

島南 RCと行っております震災復興支援事業等は、引き続き

継続して行って参ります。また、米山奨学生へのサポートも

確り行っていきます。 

「親睦」につきましては、会員間のコミュニケーションが良

く、フレンドリーな雰囲気を大切にし、入会を検討されている

方へのアプローチ、入会される方へのサポートも怠る事無く

運営して参ります。 

本年度、国際ロータリー会長 バリー・ラシン氏はテーマを

「インスピレーションになろう」と掲げておられます。「インスピ

レーション」になれるよう、様々にアンテナを張り、シャープで

的確、且つ豊かな発想ができるように努めたいものです。ま

た、国際ロータリー第 2580地区の松坂順一ガバナーの方針

は、「研修と活性化」です。研修の必要性は吉田健二 地区

研修リーダーの下、3 年計画で行われています。ロータリー

の様々な活動にご参加いただく事で、「研修と活性化」が現

実化することでしょう。 

 最後になりましたが、今年度の会員の皆様方のご健勝と

事業の益々のご発展を祈念申し上げます。５１年目の活動

に相応しい事業を目指し、実りある一年になる事を願い、会

長として誠に微力ではございますが、皆様よりご支援ご協力

を賜りながら頑張って参る所存でございます。ご指導ご鞭撻

を何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

    

 

副会長 佐藤 茂 

 

 

 

就任のご挨拶に変え、虎の門の過

去から未来へ、現在の様子を踏ま

えてお話させて頂きます。 

虎ノ門の話 

港区虎ノ門１－８－７ 港区芝琴平町１３番地 金毘羅 

琴平町会 

歴史 1；虎ノ門は、江戸城南端の門として慶長１１年

（1606）、佐賀藩主 鍋島勝茂によってつくられ、明治６年

（1874）撤去 

江戸切絵図 芝愛宕山下絵図 

歴史 2；東京大空襲で当時の木造家屋はほぼなくなり、戦

後の発展により多くのビルが作れました。東京オリンピッ

クを前後して霞が関ビル（1968）ホテルオオクラ（1962）虎

ノ門駅（1964） 
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歴史 3；虎ノ門ヒルズ、 

ビジネスタワー；虎ノ門一丁目地区市街地再開発組合 

事業協力者 森ビル、185ｍ３６階地下４階、１ヘクタール 

容積率 1450国家戦略特区 地区貢献バスターミナル 日

比谷線新駅から銀座線虎ノ門駅地下道シールドマシン 

レジデンシャルタワー二階デッキ、虎ノ門一丁目二丁目

地区市街地再開発 

虎ノ門駅前地区；1200 地下一階駅のプラットホーム 

虎ノ門一丁目東地区市街地準備組合ビル；180ｍ1450 

地区貢献、虎ノ門駅下の通路、ＤＨＣ 

周辺；虎ノ門トラストタワー、ホテルオークラ、虎ノ門病院、

シティーAIR 

 

 

 

 

   

 

幹事 飯嶋 一晃 
 

 

 

本年度 東京麴町ロータリークラブ

の幹事を務めさせて頂きます、飯

嶋一晃でございます。新保会長の

もと、東京麴町ロータリークラブの 51 年目という新たな門出

が、より素晴らしいものとなりますよう、幹事の務めを果たし

て参ります。一年間何卒宜しくお願い致します。 

 

 さて、近年、ロータリーは会員数の減少という大きな問

題を抱えており、当クラブもまた、この問題に直面しておりま

す。東京麴町ロータリークラブの伝統をこれからも受け継い

でいくためには、新保会長も掲げていらっしゃいますように、

会員増強は大きな活動テーマの 1つであると認識しておりま

す。仲間が多ければ多いほど、より盛んな、楽しいクラブに

なるはずです。会員数を増やし、当クラブがさらに盛り上が

るよう、新たに会員となる方には、日ごろの活動や会員との

交流によって、ロータリーの楽しさや魅力を知って頂き、より

多くの方に継続的に参加いただけるよう努力して参ります。 

 

 仲間を増やしていくためには、本年度の活動テーマ「奉仕

と親睦」を実行することが重要であると思います。ロータリー

活動や会員同士の交流を通して、東京麴町ロータリークラブ

を誇りに思い続けられる、楽しいと思い続けられることが、会

員増強に繋がるのではないかと認識しております。そのよう

に思って頂けるロータリーを築けるよう、邁進して参ります。 

 その第一歩として、７月 30 日には、親睦委員会によって、

浅草にて納涼会が行われます。本年度の方針の１つである

「親睦」を実践できる機会でございます。是非、より多くの会

員とご家族の皆様に参加して頂き、改めて、会員同士の交

流を深める機会になればと思います。納涼会以降も、親睦

の機会が用意されております。１年を通して、さらに一体感

のあるロータリークラブになるきっかけとなればと存じます。 

  

東京麴町ロータリークラブのこれからの 50年が、より魅力

あるものとなるよう、新保会長をはじめ、各委員長の皆様と

密に連携をとりながら、幹事としての役割を果たして参りま

す。まだまだ至らぬ点もあるかと思いますが、その際は、諸

先輩方のご指導ご鞭撻のほど、何卒宜しくお願い申し上げ

ます。 

 

 

     
 

クラブだより  No.1  

 ７月９日（月） 18：00～ 

   前会長・幹事慰労会、今回は５０周年祝賀会の打ち上げを 

兼ねて開催致します。昨年 「ｴﾒ・ヴィヴェール」がリニュアル 

オープンした素敵なレストランです。皆様おそろいでお集ま 

りください。 

 ７月３０日（月） 夜間移動例会 

   納涼会 浅草 濱清「瓢庵」にて会席料理とお座敷遊びを 

楽しみます。 

 ８月１３、２０日は夏休みとして休会です。 

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 新保 雅敏 FAX:03-3263-9122 

 幹   事 飯嶋 一晃 e-mail office@koujimachi-rc.jp 

 会報委員長 駒井 愼二 URL：www.koujimachi-rc.jp 


