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ROTARY OPENS
OPPORTUNITIES
ロータリーは機会の扉を開く
2020〜21 年度年度
国際ﾛｰﾀﾘｰ会長

Holger Knaack

東京麹町ロータリークラブ

本日の例会プログラム
第 5 例会 2020.8.3（＃2279）会場：舞の間
例会ホスト・紹介係 時園君
会費係 佐藤君
受付係
久保田君 保科君
司会者 崎山君 ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 鄭君

前回の報告
第 3 例会 2020.7.20（＃2277）会場：舞の間
例会ホスト・紹介係 加賀君
会費係 木寅君
受付係
佐藤君 鈴木君
司会者 濱田君 ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 崎山君

卓話「各委員長の抱負」
荘村 R 情報委員長・保科健康管理委員長
浅野 R 財団委員長・藤谷米山委員長

卓話「各委員長の抱負」
乳井ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長・久保田増強、選考、職業分類
飯嶋会報雑誌委員長・内田親睦委員長

会長報告
1）紀尾井町RC より、西岡孝志がバナー補佐と谷井玲分区幹事がお見えです。
2）本日は、プログラム、会員増強、選考、職業分類、会報雑誌、親睦委員長から、抱負をお話し頂きます。
3）ロータリー財団より、認証ピンが届いております。庄村、齊藤会員にPin-1（＄2000達成）
須藤、佐藤会員にPin-2($3000達成）
ロータリー財団への寄付は、お会費から毎年＄230やポリオ根絶公演の収益金から個々の名義で送金してい
ますので、累積されております。 勿論特別寄付も随時受け付けておりますので、御協力下さい。
4）7月熊本豪雨災害義援金にご協力ください。
5）来週の納涼会は、コロナウィルス感染拡大という状況ですので、延期といたします。
幹事報告
1）例会終了後に、プログラム委員会がございます。
2）前期の業績報告書を配布いたしました。 今期の活動の参考になさってください。
3）各理事は８月の理事会へ議題のご提案をお願い致します
4）会長のお話にも御座いましたが、残念ですが、納涼会は延期となりました。お昼間の通常例会も御座いま
せん。 宜しくおねがいいたします。
例会記録

ニ コ ニ コボ ッ ク ス

次回予告

会員総数 39名 出席会員数 32名
ゲスト
0名 その他
2名
ビジター
3名 事務局
2名
海外ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0名 出席率 82.23％
────────────────

西岡孝志ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐・谷井玲分区幹事
ご挨拶に参りました。 宜しくお願いい
たします。
新保会員：久しぶりの出席です。今期も、
宜しくお願いいたします。
齊藤会員：納涼会、開催できず残念です。

第6回例会

2020.8.24（＃2280）
会場：舞の間
例会ホスト・紹介係
地引君
受付係
細谷君
吉田君
会費係
荒川君
司会者
崎山君
ソングリーダー 鄭君

卓話「各委員長の抱負」
濱田SAA委員長・時園姉妹クラブ委員長
内田研修ﾘｰﾀﾞｰ・木寅会計
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各委員長抱負
乳井真一ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長
本年度のプログラム委員会の担当させて頂きます乳
井で御座います。1 年間宜しくお願い致します。
皆さんご承知の通り、例会時間の半分は卓話の時間で
あります。
その日の例会の充実度、また新規会員増員にも少なから
ず繋がっていくと思います。
普段接点の少ない業界の方、ロータリークラブ活動に
興味をお持ちの方、また興味の少ない方、また私たちの
よく知っている業界の方々等多方面からお招きし 1 年間
の中で 1 つでも皆様の印象に残る内容になればと思いま
す。
前福田委員長からの御協力も頂き有難う御座いました。
また会員の皆様からのご紹介も頂ければ幸いです。
1 年間よろしくお願い致します。

久保田会員増強委員長
会員選考・職業分類委員長
二つの重要な、委員会の委員長を仰せつかりました。
当クラブにとっては、会員増強は長く、喫緊の課題として
毎年銘打たれてきました。 過去を振り返ると、決まった
方がたくさん勧誘してくださり、それに甘えてばかりでし
た。 オープン例会をして、知人を例会にお招きしたりしま
したが、功を奏しませんでした。 何が原因でしょうか？
ロータリーの魅力を、もっと宣伝することがまず一歩で
はないでしょうか？ つまり公共イメージ向上です。
増強、増強と唱えても、各ロータリアンが、ロータリーっ
てこんなことしていますよ、とか、こんな風に貢献していま
すとか、楽しいよとか、知人に話せないと始まりません。
当クラブの魅力を皆様で共有して、一人でもご入会して
いただけるように、努力したいと存じます。
どうか皆様のご協力をお願いいたします。
入会にあたり、選考・職業分類については、規則に沿っ
て、優しく厳格に執り行います。

ク ラ ブ だ よ り N o. 5

8 月 11～14 日 事務局は夏休み
8 月 17 日（月） 休会

飯嶋一晃会報雑誌委員長
（公共ｲﾒｰｼﾞ向上）
今年度、会報雑誌委員長を務める飯嶋です。
副委員長には近藤会員、委員には井関会員がいらっ
しゃいます。
微力ではございますが、皆さまのお力を借りなが
ら、1 年間活動してまいります。
まずクラブのホームページについては、これまでに
引き続き、会報の更新をこまめに行ってまいりま
す。
ホームページの「会員一覧」には、会員のお名前と
ともに、会社のホームページが
リンクされています。
リンクの登録が済んでいる方もいらっしゃいます
が、未登録の方も見受けられます。
登録されていない方におかれましては、是非登録し
て頂きますよう、お願いいたします。
また、My Rotary への登録がまだまだ少ないと聞いており
ます。委員会として、皆さまへ登録を促していくとともに、
こちらも皆さまのご協力、重ねてお願い申し上げます。
My Rotary では、ロータリーの運営や、イベント、その他最
新ニュース等を閲覧出来ます。
本年度第 2580 地区の活動方針の 2 つ目には、
「公共イメージの向上」が挙げられております。
会員やロータリアンでない方にも、ロータリーの活動を広
く知って頂くために、地域でのイベント開催や参加も必要
かと思いますが、外でのイベント等が控えられている現
在、ホームページ等での広報活動も、ひとつ大事な要素
ではないかと思います。
更新頻度を減らすことなく、常に活動状況をご覧頂けるよ
う、努めてまいります。ホームページやその他 SNS の利
用について、ご要望やご意見がございましたらお気軽に
おっしゃって頂けましたら幸いです。
また、公共イメージの向上のために、どのような活動がで
きるか、皆さまのお知恵を頂きながら、検討していきたい
と考えています。
至らない点があるかとは思いますが、須藤会長をはじめ、
会員皆さまのお力添えを賜りながら、ロータリーライフを
楽しめるような活動をしてまいりたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
東京麹町ロータリークラブ
設 立
例会日
例会場

1968 年 6 月 17 日
月曜日 12：30
ホテル･ニューオータニ

会 長
須藤 仁
幹 事
齊藤栄太郎
会報委員長 飯嶋 一晃

〒102-0093
千代田区平河町 1-3-8
平河町プラザ 204 号
TEL:03-3263-9220
FAX:03-3263-9122
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内田祐輔親睦委員長
親睦（felloship）とはクラブが存続していく上での必要条
件です。
ロータリー活動での親睦を友情、友愛と読み替えること
も可能と考えています。

[Enter to learn ,go forth to serve]
入りて学び、出でて奉仕せよ。
職業人が分かち合いの精神による事業の継続性を学び
友情を深め自己改善を図りその結果として奉仕の心が育
つ例会を通した一連の活動を親睦という訳です。
親睦と親睦活動を混同してはいけない。
親睦の最適の場は例会であり親睦活動ではない。
Fellowship committee と entertainment committee.
コロナ環境下において親睦活動は難しくなっているが少
しでも会員相互の懇親の場となり友情を深め円滑な例会
運営、クラブの継続につながるよう委員一同、頑張りま
す。また、会員増強にもつながるよう、できれば月 1 回、
入会の浅い会員が主体となって、炉辺会を開催したいと
考えています。 どうぞお知り合いを気兼ねなくお誘いし
て、ご参加ください。

ロータリーとは
私たちは、世界で、地域社会で、そして自分自身
の中で、持続可能な良い変化を生むために、人
びとが手を取り合って行動する世界を目指して
います。
1905 年にシカゴで創設されたロータリーでは、110 年以
上、さまざまな職業をもつ人や市民のリーダーが「世界を
変える行動人」となり、その経験と知識を生かして社会奉
仕活動や人道的活動に取り組んできました。識字率向
上、平和構築、水と衛生の改善など、幅広い分野で持続
可能な影響をもたらすために、ロータリーの会員は毎日、
世界のどこかで活動しています。

ロータリーの活動
切迫した問題が山積みとなっているこの世界で、私たち
は単なる傍観者ではなく、自ら行動する責任があると考え
ています。ロータリーは以下の分野に重点を置いて活動
しています。

•
•
•
•
•
•

平和の推進
疾病との闘い
水と衛生
母子の健康
教育の支援
地元経済の成長

ロータリーの使命
ロータリーの使命は、職業人と地域社会のリーダーのネ
ットワークを通じて、人びとに奉仕し、高潔さを奨励し、世
界理解、親善、平和を推進することです。

ロータリーのビジョン声明
私たちは、世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、
持続可能な良い変化を生むために、人びとが手を取り合
って行動する世界を目指しています。
・草の根レベルで地域を変える
・行動を重視する
・ニーズを見極め、解決策を出す

ロータリーはここが違う
地元密着の活動：人と人とのネットワークを生かして、地
域の真のニーズを見極め、課題に取り組んでいます。
多角的なアプローチ：さまざまな職業やスキルをもつ人た
ちがアイデアを寄せあい、世界や地域がかかえる問題に
対する独自の解決策を見出します。
倫理を大切に：責任をもって粘り強く活動し、その場限り
ではなく、持続可能な成果をもたらすことを目指していま
す。
ローカルとグローバルで変化をもたらす：ロータリークラブ
は世界のほぼすべての地域に存在し、それぞれが独自
の活動を行っています。

多様性、公平さ、開放性
ロータリーは、持続可能な変化を生むために人びとが手
を取りあって行動する世界を目指すグローバルネットワー
クとして、多様性を重んじ、年齢、民族、人種、肌の色、能
力、宗教、社会的地位、文化、性別、性的指向、性自認に
かかわらず、あらゆる背景をもつ人の貢献を称えます。

