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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 8 例会 2020.9.7（＃2282）会場：舞の間
例会ホスト・紹介係 保科君
会費係 浅野君
受付係
秋山君 加賀君
司会者 鄭君 ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 吉田君

前回の報告
第 7 例会 2020.8.31（＃2281）会場：舞の間
例会ホスト・紹介係 乳井君
会費係 中村君
受付係
濱田君 時園君
司会者 崎山君 ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 鄭君

卓話「検察捜査よもやま話」

卓話「消防業務について」
麹町消防署長 藤木 正治氏
紹介者 青山 光憲元会員

元検事総長 笠間 治雄氏
紹介者 乳井会員

会長報告
1）本日は、麴町消防署から藤木署長がお見えです。後程、卓話をお願いいたします。
2）先日、アフリカからポリオウィルスが根絶されたとWHOから宣言され、ウィルスが残っている国はアフガニスタンとパキ
スタンの2か国というニュースがありました。その映像では、ワクチン投与で、「END POLIO NOW」のマークの入った
ケースや、ベストを着た職員が映っていました。
3）11月9日に予定されておりました、今期のIMは、コロナ感染拡大状況を考慮して、中止との連絡がございました。
当クラブの通常例会の開催については、来週の理事会にて検討致します。
4）筒井会員より、6月末で退会の申し出がありました。 理事会の総意により名誉会員としてお残り頂くこととなりました。
5）須藤会長に、米山奨学会よりメジャードナー（13 回目）の感謝状が届きました。
幹事報告
1）10/12日の中央分区ゴルフ予選会にエントリーの方は、登録料7,000円をお願い致します。
2）来週は、定例会理事会がございます。該当の方は、ご予定下さい。
3）前期のポリオ根絶講演チケットをご購入頂き、ポリオプラスへ送金を希望された方へ、確定申告用の領収書
を配布してしました。
ニ コ ニ コボ ッ ク ス

例会記録
会員総数 39名 出席会員数 27名
ゲスト
0名 その他
0名
ビジター
2名 事務局
2名
海外ﾋﾞｼﾞﾀｰ 1名 出席率 78.56％
────────────────
8 月 3 日 Make-up 後の

次回予告

松本正様（東京神田 RC）
分区ｺﾞﾙﾌ宜しくお願いいたします。
齊藤会員：先週後半、夏休みをいただき
ました。

第9回例会 2020.9.14（＃2283）
会場：舞の間
例会ホスト・紹介係 佐藤君
受付係 飯嶋君 荒川君
会費係 乳井君

司会者
ソングリーダー

出席率 85.21％

鄭君
吉田君

RLI パートⅡ 講習開催のご案内
ＲＬＩの講習も３年目となりました。この機会に出来るだけ多くの方々に研鑽をして頂き
たいところですが、次のクラブを背負って立たれる会長候補予定者の方々や、昨年度
の講習を受け損ねた方を優先に講習を行います。

日 時 ： 2020 年１０月１６日（金）9:00 登録開始
会 場 ： ホテルグランドパレス

登録料：5,000 円

卓話

「ワイン農場経営」
木田 茂樹氏
紹介者 地引君
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各委員長の抱負
濱田 SAA 委員長
本年度、ＳＡＡ・出席・歌唱指導委員会の委員長を拝命し
た濱田です。１年間、よろしくお願いいたします。
本年度は次のような活動を行いたいと思います。
第一に、例会を、心地よく、しかも秩序正しく運営するた
め、ＳＡＡとしての自覚を持って臨みたいと思います。そのた
めにも、できる限り皆出席し、ＳＡＡのたすきを例会中ずっと
身につけ、明るく挨拶して会員とゲストをお迎えしたいと思い
ます。
本年度ＳＡＡのみなさんに第１回例会の前にメールをお送
りしまして、委員長としての今年の目標をお伝えし、可能な
方は正午に会場に来てたすきをかけ、会員とゲストをお迎え
しましょうと呼びかけたところ、本年度第１回の例会では、ほ
ぼ全てのＳＡＡが正午までにお集まり下さいまして、たすきを
掛けて皆様をお迎えすることができました。
例会に来られた皆さんは、通路にずらっとＳＡＡが並んで
お出迎えをしている姿を見て、驚かれていたようですが、恐
らく、例年になく多くのＳＡＡが、早くから、ずらっと並んでお
出迎えをしたため、今年は何か違う、と感じてくださったもの
と思います。
第二に、来訪いただいたゲストの皆様が戸惑うことのない
よう、控え室への案内等にも気を配り、控え室にご案内し、
お茶を出すなども実行していきたいと思います。
第三に、着席テーブルをくじ引きで決めるという工夫につ
いては、状況を見つつ検討したいと思います。
他クラブの例で、コロナの影響から、テーブルを円卓では
なく教室形式にして、全員が前を向いて着席しているところ
があったと伺いまして、それも検討対象にしようかと考えまし
たが、会長にご相談したところ、ご自身もあるクラブで経験さ
れていて、何となくお勧めできない感じだったというご感想で
したので、現状では見送っております。
第四に、コロナ後にロータリークラブのような任意団体の
あり方が問われていくだろうという会長の問題意識を共有し
つつ、会員相互の気持ちを繋ぎ留め、更には社会にロータリ
ークラブの魅力を新しい形で発信していく方策についても、
これはＳＡＡに限った課題ではないと思
いますが、検討したいと思います。
第五に、司会と歌唱指導については、月ごとの輪番で臨
みたいと思います。
改めまして、１年間、よろしくお願いいたします。

年の式典を行い、その式典の場で福島南ＲＣと麹町ＲＣと
の、姉妹クラブ締結の延長の調印式を執り行う予定にしてい
るようですが、この式典事態実行できるかどうか未知数。
又、麹町でもこれまで福島の原発事故による福島の農産
物の風評被害の対策として、福島県産の農産物を毎月、会
員一家族づつ、5 千円で買い求める活動を続けていました
が、今年度はそれを膨らませ、福島の産直品を使って一人
親世帯への食材の支援事業を企画し、現在社会奉仕委員
会の荒川委員長と千代田区に本部の有るＮＰＯ団体とコンタ
クトをとっています。この計画を福島南ＲＣと共同で行いたい
と考えていますが、その話し合いも出来ていない状態です。
来月の 9 月 6 日に福島南ＲＣとオンライン会議を実行しま
す。今後はオンライン会議を数回行い、福島南ＲＣの 50 周
年事業の協力や、産直品の食材支援の話等を詰めて行くつ
もりで、今後の展開を例会で報告できると思います。
今年一年、宜しくお願いします。

内田ｸﾗﾌﾞ研修リーダー
Ａ）確認事項
1. 各職業にて社会貢献 ㈪ 例会参加、
研鑽 ㈫ （余裕あれば）奉仕活動
Ｂ）ＲＬＩへの参加
Ｃ）親睦とは fellowship である。
他クラブの交流は友人を作る。
納涼会も中止となりましたが 9 月末炉辺会を中村親睦委
員が企画、入会の浅い方や、これから入会を考えている方
を中心に参集いただきたい

木寅会計
会員の減少に歯止めが打てず、運営が大変厳しい状態が
続いております。 損益分岐点として、50 名の会員数が必要
です。 支出をどんなに工夫しても、なかなか 40 名の会員数
では、賄いきれません。
このような経済状況や、コロナ禍においては、大変困難な
ことと存じますが、会員増強を各自が強く意識をお持ちいた
だければ幸いです。

時園姉妹クラブ担当委員長
今年度の姉妹クラブ担当委員会の活動として、一番は福島
南ＲＣとの連携です。福島南ＲＣは今年創立 50 周年で、周
年事業を多く準備しています。当麹町にも、強力の要請があ
ります。しかし、コロナ禍の影響でどのような協力なのか、具
体的な内容についての話し合いが済んでいません。本来な
ら、既に福島に何回か訪問し、打ち合わせをしなければなら
ないのですが、コロナの関係で、福島への訪問も全く出来て
いないのが現状です。福島南ＲＣは来年の 2 月に創立 50 周
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