
 

  

例会記録  

会員総数  40名  出席会員数 32名 

ゲスト     4名  その他     0名 

ビジター   0名  事務局     2名 

海外ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0名  出席率  88.28％ 

 ──────────────── 

9 月 28 日 Make-up後の 

出席率 89.56％ 

    【今週の MU状況】 
   保科会員（10/7 仙台北 RC） 

     若林・新保・佐藤・時園・吉田会員 

       （10/16G 補佐エレクトセミナー） 

 

 

 

ニコニコボックス  

木元会員：紀尾井町の皆様、本日はお世話に 

なります。 

須藤会員：RI2580 地区ガバナー野生司様、 

地区幹事谷一様ようこそおいでください 

ました。 

若林会員：野生司ｶﾞﾊﾞﾅｰ、谷一地区幹事、 

西岡ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、谷井分区幹事宜しく 

お願いします。 

時園会員：野生司ｶﾞﾊﾞﾅｰようこそいらっしゃい 

ました。今日は宜しくお願いします。 

齊藤会員：野生司ｶﾞﾊﾞﾅｰをはじめ、皆様本日は

ありがとうございます。 

 

 

次回予告  

第13回例会 2020.10.26（＃2287） 

 会場：舞の間 

 例会ホスト・紹介係  地引君 

       受付係  崎山君  守屋君 

       会費係  飯嶋君 

司会者  吉田君 

ソングリーダー  木寅君 

 

卓話 「児童養護施設 18 歳の巣立ち～

『すべてに意味があり、 

みんな大事な存在』」 
 

プラネットカール理事 鈴木邦明氏 

紹介者 須藤会員 

  

会長報告 

1） 本日は、ガバナー公式訪問日です。 野生司ガバナーをはじめ谷一地区幹事、西岡G補佐、谷井分区幹事、朝早く 

からありがとうございました。先ほどのクラブ協議会では有意義な意見交換ができました。今回は東京紀尾井町RC 

との合同例会ですので、にぎやかな例会になりうれしいばかりです。 

2） 米山奨学生の鄭君が出席です 

3） 来週は、当クラブがホストとなる中央分区ゴルフ予選会がございます。 参加の皆様には、お手伝いなど宜しくお願 

   いいたします。 

幹事報告 

1） 本日は、お疲れ様でした。 

2） まだ、ロータリーのアカウントを取得していない会員に、ID番号とｸﾗﾌﾞ番号を記載したものを配布いたしました。 

My Rotaryのホームページにアクセスしてご登録ください。 

3） 来週は、ゴルフ予選会の開催のため、通常例会はございません。参加の皆様は、7時を目安に集合し（ご無理を

なさらないように）、クラブのたすきを用意しますので、お付けになってお手伝いを宜しくお願いいたします。 

4） 例会終了後、理事会がございます。 

 

  本日の例会プログラム 

第 1２例会 2020.10.19（＃2286）会場：舞の間 

例会ホスト・紹介係 荒川君   会費係 時園君 

受付係     浅野君 鈴木君 

 司会者 吉田君    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 木寅君 

卓話「RYLA(ﾗｲﾗ)について 

ﾛｰﾀﾘｰ青少年指導者養成プログラム」 
      第 2580地区 RYLA委員長 岩井 昭治氏 

      紹介者 須藤会長 
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ROTARY   OPENS 

OPPORTUNITIES 
ロータリーは機会の扉を開く 

 

東京麹町ロータリークラブ    

 前回の報告 

第 1１例会 2020.10.5（＃2285）会場：鳳凰-東 中の間 

例会ホスト・紹介係 加賀君   会費係 崎山君 

受付係     地引君 井関君 

 司会者 吉田君    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 木寅君 

 

卓話「ガバナー公式訪問記念講演」 
      野生司 義光ガバナー 

      紹介者 須藤会長 

 

  

 

 
 

 

 
 

  2020〜21 年度年度 

国際ﾛｰﾀﾘｰ会長  Holger  Knaack 



 
 

  
 

 

 

ガバナー公式訪問記念講演（10月 5日） 

第 2580地区 ガバナー 野生司 義光氏（東京小石川 RC）

  

 

 

 

 

ガバナーとして、国際協

議会の報告と RI 及び 2580

地区の本年度の方針をお

話し致します。 

初めに自己紹介を致しま

す。私は、1991 年に東京小

石川ロータリークラブに入

会致しました。東京小石川ロータリークラブは、東京北ロ

ータリークラブから 5 人が出て創設しました。初代会長は

講談社の野間氏、私の父が幹事でした。私と家内は東京

北のローターアクトクラブのメンバーで、家内の父も東京

北のメンバーで、いわばロータリー一家です。 

私の職業は建築家です。建築家は設計監理をします。

クライアントの立場でものを考えて設計し、クライアントを

守るという点では弁護士に近い存在です。父も建築家

で、世界的な建築家の一人であるワルター・グロビウス

（バウハウスの創始者）や丹下健三とも親交がありまし

た。 

 本題に入ります。今年 1 月 19 日～25 日、サンディエゴ

での国際協議会に出席しました。地区大会で使うニュー

オータニと同じ位の広さのメイン会場に、全世界のガバナ

ーエレクトや研修委員ら約 1500 人が集まりました。期間

中、日本からの参加者全員で東京五輪音頭 2020 を披露

する場面もあり、大変好評でした。 

ホルガー・クナーク会長が発表した 2020-21 年度のテ

ーマは「ロータリーは機会の扉を開く」です。同じ言葉で活

動する方がよりインパクトがあると考え、敢えて地区のス

ローガンも同じ言葉としました。RI のビジョン声明 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。 また、4 つの行動計画

の、より大きなインパクトをもたらす・参加者の基盤を広げ

る・参加者の積極的なかかわりを促す・適応力を高める

は、2019 年から 5 年間のテーマです。RI の 2020 年度年

次目標には 12の年次目標があり、ポリオの根絶、参加者

の基盤を広げるべく女性会員や 40 歳未満の会員増強、

ローターアクトとの積極的な関わりを促すこと、人道的プ

ロジェクトの世界的な実績を向上させるため政府や行政

等とのパートナーシップを築くこと等が挙げられています。 

地区の年次目標は、ロータリーを楽しんで仲間を増や

すです。この目標実現のためには、退会防止 ・会員増

強 ・公共イメージの向上・ロータリーデーの開催、等が挙

げられます。退会防止は、コロナ禍において急遽加えまし 

 

 

 

 

 

 

た。ホルガー・クナーク会長もおっしゃられている安価

な会費の他、仕事を与える、Eクラブを考える、モーニング

クラブ・ティータイムクラブを作る、ローターアクトからロー

タリークラブへ等が考えられます。 

会員増強は、2580地区は日本の 34地区のうち 1万人

あたりのロータリアンの数が最下位という、残念な状況で

す。会員データが整備されれば、ロータリーの WEB から

即座に自分のクラブの現状が見えるため、My Rotary へ

の登録をお願いしています。最下位から一つ上げるには

500人の増員が必要です。各クラブ 20％UPを 5ヶ年中長

期計画としました。 

公共イメージの向上は、RI は新しくロゴを統一していま

す。製作物を作る際にロゴやテーマカラーを意識して作る

と世界中が共通したロータリーのイメージとなり、ブランデ

ィングになります。マスメディアやSNSも使って広めて欲し

いというのが RI の希望です。ロータリーデーの開催は、コ

ロナ禍ですがアイデアを出し合って地域にロータリーを知

ってもらう取り組みをお願いします。 

各クラブへお願いがあります。1つ目は My Rotaryへの

登録です。例会の時間を少し割いて頂き、その場で手取

り足取り登録するのが結果的に早いかもしれません。2つ

目はロータリー財団、米山記念奨学会への寄付のお願い

です。 

最後に今年度の地区組織図についてです。RI に倣っ

て、クラブ奉仕をクラブ運営支援委員会に変更しました。

また、新たに公共イメージ向上委員会、奉仕プロジェクト

グループを作りました。奉仕プロジェクトグループには職

業奉仕も含まれますが、2580 地区では別格としていま

す。世界では、クラブ運営支援・公共イメージ向上・奉仕

プロジェクトグループ・ロータリー財団の 4 つを委員会とし

ています。日本では、米山が加わります。 

今年度は、日本のロータリーが 100 周年を迎える記念

すべき年です。新たな扉を開きましょう。 
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