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明けましておめでとうございます。 

2022 年が皆様にとりまして、良き年になります

ように祈念いたします。 

 年度が早くも後半になりました。下期も充実し

た年になるように頑張ってまいります。昨年の 6

か月は誠に無我夢中で、突き進んできたと思

います。残りの 6か月、新型ウイルスの感染は 

（茶道裏千家月刊誌「淡交」川本聖哉氏撮影/淡交社刊行）    見通せませんが、精一杯活動してまいります。 

 

“クラブと会員のための地区大会”まであと少し 

3月 2日、3日はホテルニューオータニにて地区大会が開催されます。何度もお知らせを

いたしておりますが、“クラブと会員のための地区大会”を目指しています。 

RI 会長代理には、今年 99 歳白寿になられます、裏千家前家元、

千玄室大宗匠（京都 RC）にお願いいたしました。学徒出陣から特攻

隊へ、死というものに向き合われ、沢山の戦友を特攻で亡くされまし

た。76 回目の終戦記念日を前に、京都新聞社の取材に応じていらっ

しゃいますので間接引用いたします。  

同志社大 2 年だった昭和 18 年に海軍に入隊し、配属先の徳島航

空隊で特別攻撃隊に選抜。ある日、上官から「否・希望・熱望」と書か

れた 1 枚の紙を渡され、その日のうちに「熱望」に二重丸を書いたそうです。両翼に重さ

250kg の模擬爆弾二つをつるし、高度 1500m から敵艦を目掛けて突っ込む特別訓練の 

後に、仲間の求めに応じて携帯用茶道具と配給の羊羹で即席の茶会を開くことがあり、  

「生きて帰ったら、おまえのところの茶室で飲ませてくれるか」と口にする戦友に、大宗匠は 
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「ああ俺たちは死ぬのだ。もうこの世とお別れだ」と感じたそうです。 

同期約 3,300人のうち、400人超が特攻などで散った強烈な体験は、終戦から 76年経っ

た今も脳裏を離れることはないとおっしゃっています。沖縄への出撃命令を待ちながら終戦

を迎えられました。（京都新聞 2021年 8月 14日 https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/614946） 

大宗匠は「一碗からピースフルネスを」というスローガンで 

世界平和を訴えておられます。裏千家の作法では、まず亭主

が客の膝前にお点前された（抹茶の入った）お茶碗を置きます。

客はそのお茶碗を自分の上座の客との間に置き、「もう一服 

如何ですか？」と問いかけます。上座の客は「十分に頂戴いた

しました」と返答します。次にそのお茶碗を下座の客との間に

置きます。客は下座の客に「お先にいただきます」と話して、 

自分の膝前に戻し、「お点前頂戴します」と言い、初めてお茶碗に口を付けます。この「もう

一服いかが？」 「お先に」という何気ない会話に謙譲、思いやりの心が込められていて、 

大宗匠は世界の人々がこの心を持てば、世界で戦争は無くなるとお話をされています。 

地区大会にて私たちに何をお話しいただけるのか、何をご教示いただけるのか、待望 

しているところです。 

地区大会本会議の第二部では、フォトコンテストやアワードの発表を計画しています。 

受賞されてもされなくても、他のクラブの活動をどうかご覧いただき、次の活動に繋げて  

いただきたく思います。受賞クラブの映像はスクリーンに映し出すことになっています。 

70 クラブの仲間が、世界で、日本で、地域で、良いことをしています。 

 

ロータリーは親睦と奉仕、そして高潔な人になること 

我が地区は、職業奉仕の考えをとても大切にしています。我々のように組織の基本理念

に組み込み、これほど高潔な人になるように謳っている団体は珍しいのではないでしょうか。

高潔で、信用、信頼される方には自ずと人が集まってまいります。ロータリーは親睦、奉仕

とよく言われますが、第三の柱はこの高潔な人になること、だと思います。最近の RI の  

メッセージにはなかなか職業奉仕という単語が出てまいりませんが、当地区は歴史ある  

地区としての責任で、職業奉仕を実践していかねばなりません。 

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/614946
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1月のワークショップは「職業奉仕の実践」がテーマです 

前半はガバナー補佐の中川雅雄さんに“街のオキテ、浅草のオキテ”～職業奉仕が  

紡ぐ地域の活性化～というタイトルでお話しいただきます。後半は千葉の国際ロータリー 

第 2790 地区パストガバナーの漆原摂子様にご講演をお願いいたしました。経験豊富なお

二人でわかりやすいお話が聞けるのではないかと思います。 

日時：1月 27日（木）15:00～17:00 YouTube ライブと対面のハイブリッド開催 

 

2月のワークショップは「公共イメージの向上」がテーマです 

地区公共イメージ向上委員会を中心とし、地区クラブ運営支援委員会・地区デジタル化

推進委員会・地区ロータリーデー推進委員会が協力して準備を進めております。講師に 

吉元由美様（作詞家・作家の方で、平原綾香のデビュー曲「Jupiter」はじめ、加山雄三、 

石丸幹二、八代亜紀、杏里を始め多くのアーティストの楽曲に作品を提供されています）を

お招きします。もうお一方は乳
う

原
はら

佳代様（芸能人・企業経営者・政治家の視覚的要素の 

分析を請け負っておられます）をお迎えし、リーダーの印象管理、服装戦略、スピーチの 

工夫などをお話しいただきます。お二人の素晴らしい講師によって、我々ロータリアンが 

大変身できるかが見どころですね。私もイメージチェンジしていただけるようなので、楽しみ

にしております。リニューアルされたクラブサイトのリニューアル前と後を比較する、地区  

デジタル化推進委員会によるクラブウェブサイトの解説も予定しております。 

日時：2月 9日（水）15:00～17:00 ハイアット リージェンシー 東京 対面実施 

 

公式訪問は残り 14 クラブ 

下期も公式訪問を予定しております。  

オミクロン株の感染拡大によって計画変更も

あるかもしれませんが、ご理解とご協力を 

お願い申し上げます。我が地区は個性豊か

なクラブばかりで、毎回訪問を楽しみにして

おります。私がお話しする時間が多いので

https://hm-rc.org/
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すが、皆さんの質問やご意見を拝聴し、共に考え、協議してまいりたいと考えております。 

クラブの皆さんとお会いする機会としては、例会訪問以外に IM もございますが、各分区の

IM はとても素晴らしく、それぞれの地域での繋がりを深められたと思います。ガバナー補佐

並びに担当クラブのご苦労に感謝いたします。(写真は、昨年最後のガバナー公式訪問として、12

月 23日に東京東村山 RCの皆さんと撮影したものです) 

 

 再生速度を上げて時短！ 

 地区の YouTube チャンネルでは、メインのワークショップを始め、今すぐ聞きたい内容を

集めた、ラウンジ Chat、地区大会、国際大会、財団、奉仕活動、青少年、増強、衛星クラブ、

その他 50 以上のコンテンツを出しています。必要なコンテンツをご覧ください。書面でも 

良いのですが、ビデオは臨場感があり、手短に使えるツールでもあると思います。時間が 

長いようでしたら、再生速度を上げてご視聴ください。 

YouTube再生画面で設定ボタンを押すと、

再生速度を変更することができます。 

 

  

 

設定ボタン 

 

 

私は「ロータリー活動をわかりやすく」この点を心がけてまいりました。最後までこの調子

で続けていきますので、どうぞ応援お願いします。共にロータリーを楽しみましょう。 

ありがとうございました。 

2022年 1月 

 

 

    国際ロータリー第 2580地区 

         ガバナー 若林英博 

https://www.youtube.com/channel/UCNQg1yd0OHQdljFbdm4OA7Q
https://www.youtube.com/channel/UCNQg1yd0OHQdljFbdm4OA7Q
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ご厚意に対し、深く感謝申し上げます 
マルチプル･ポール･ハリス･フェロー 11月 30日分まで 敬称略、順不同 

3回 奈良 恒則 （東京新宿）     

2回 増田 一美 （東京江戸川）     

1回 榎本 英二 （東京新宿）     

ポール･ハリス･フェロー    

  伊藤 晴祥 （東京西北）     

ベネファクター    

  落合 宙一 （東京新宿）     

米山功労者・メジャードナー    

19回 田辺 信彦 （東京） 服部 支朗 （東京荒川） 

18回 若宮 正英 （東京王子） 廣田 健史 （東京向島） 

17回 加藤 幸男 （東京練馬西）     

16回 櫻井 権司 （東京武蔵野）     

14回 西脇 修 （東京紀尾井町） 寺 紘一 （東京荒川） 

  竹内 渥躬 （東京荒川）     

12回 鈴木 義雄 （東京東江戸川）     

米山功労者・マルチプル    

8回 志熊 昌宏 （東京後楽）     

7回 大久保 信隆 （東京荒川）     

5回 髙田 秀寿 （東京荒川） 笠原 立晃 （東京荒川） 

  町山 芳夫 （東京葛飾）     

4回 薬師寺 啓子 （東京王子） 浅田 光男 （東京荒川） 

  石川 幸男 （東京荒川） 木﨑 重安 （東京荒川） 

  原田 寛 （東京江北） 橋本 豊之 （東京東江戸川） 

3回 德岡 光洋 （東京荒川） 原嶋 和利 （東京青梅） 

2回 谷 義一 （東京） 安藤 公秀 （東京） 

  吉村 利文 （東京新都心） 関口 静雄 （東京荒川） 

  関塚 聰明 （東京青梅） 岩浪 陽三 （東京青梅） 

米山功労者    

  山本 清博 （東京） 和田 佳久 （東京新都心） 

  守重 知量 （東京紀尾井町） 梅若 幸子 （東京ワセダ） 

  島 壽一 （東京荒川） 大野 平 （東京江戸川） 

  進藤 幸雄 （東京青梅） 田中 孝行 （東京青梅） 

  小山 豊 （東京青梅） 佐藤 匡 （東京青梅） 

  髙木 裕 （東京東大和）     

米山特別功労法人    

1回 渡辺パイプ株式会社（渡辺 元・東京）   
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心よりお悔やみ申し上げます 

 

木内 二三生（きうち ふじお）会員 

東京新宿ロータリークラブ 

ご逝去日 2021年 9月 17日 享年 88 

入会日  1997年 4月 11日 

㈱ジェイコ代表取締役 

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

米山功労者 

 

佐藤 雅章(さとう まさあき)名誉会員(創立メンバー) 

東京葛飾ロータリークラブ 

ご逝去日 2021年 11月 26日 享年 94 

入会日  1964年 11 月 27日(創立日) 

ポール・ハリス・フェロー 

ベネファクター 

米山功労者 

 

井口 澄男(いぐち すみお)会員 

東京浅草ロータリークラブ 

ご逝去日 2021年 12月 21日 享年 67 

入会日 2009年 7月 27日 再入会日 2012年 12月 3日 

㈱アイテック 顧問 

準ポール・ハリス・フェロー 

準米山功労者 

 

 

 ご遺影はありません 

https://www.rid2580.org/monthly/
https://www.youtube.com/channel/UCNQg1yd0OHQdljFbdm4OA7Q
https://lin.ee/mnadVuR

