
 

  

例会記録  

会員総数   43名 出席会員数 26名 

ゲスト      0名 ｵﾝﾗｲﾝ参加  1名 

ビジター     0名 その他        0名 

海外ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0 名 事務局       2 名 

──────────────── 

 
 

 

ニコニコボックス  

垣見会員：お陰様で、創業 150 周年を迎 

えることができました。ありがとうござ 

います。 

 

次回予告  

第17回例会 2021,12,13（＃2328）  

会場：舞の間 

例会ホスト・紹介係  地引君 

       受付係  守屋君  鈴木君 

     司会者   齊藤君 

ソングリーダー  鄭君 

 

 ガバナー公式訪問基調講演 
      

第2580地区 ガバナー 若林 英博氏 

 

 

  

会長報告 

1）昨日は、献血ロータリーデーに参加して来ました。 多くの人皆さまに御協いただきました。 

2）卓話は、久保田会員からPHRに付いてのお話しです。（個々の健康管理） 

3）3月の地区大会は、スポンサークラブは豊島東RCですが、ガバナー輩出の当クラブも全面的に支援いたします。  

皆様にロータリーについての知識を深めて頂くため、若林Gが講師で勉強会を1月１7日16：00～ Zoomで開催いたしま 

す。 入会5年以内のかたはmust出席でお願いいたします。 地区大会でスクリーンにうつしだされる、クラブの集合写真 

を来週、11時３０分にガーデンコートーアトリウムにて撮影いたします。 是非お集まり下さい。 

4）12月 13日はガバナー公式訪問日です。 各委員長は御準備を宜しくおねがいいたします 

幹事報告 

1）本日、18：00～ 維新號にて、新入会員歓迎会を開催して致します。 皆様お集まり下さい。 

2）クラブの集合写真を来週、例会前に撮影していたします。  

3) 来週の例会場は、ガーデンコート5F「シリウス」です。 

4）来週の例会終了後に、クラブ年次総会を開催いたします。 次年度役員、理事の承認を行ないます。 

5）このまま、感染情況が落ち着いていれば、今期はポリオ根絶チャリティー寄席を開催する予定です。  

3月 19日（土））国立演芸場となります。 皆様のご協力をおねがい致します 

 

  本日の例会プログラム 

第 16回例会 2021.12.6（＃2327） 

例会ホスト・紹介係   荒川君 

受付係  木寅君   時園君 

 司会者 齊藤君  ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ   鄭君 

 

卓話 「心と体においしい水出し緑茶 」 

農研機構上級研究員 物部 真奈美氏 

 紹介者 飯嶋会員 
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SERVE   TO  CHANGE   LIVES 
    奉仕しよう 

みんなの人生を豊かにするために 

 

東京麹町ロータリークラブ    

 前回の報告 

第 15回例会 2021.11.29（＃2326） 

例会ホスト・紹介係   木寅君 

受付係   山田君 

 司会者 鄭君  ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 守屋君 

 

卓話 「PHR(Personal Helth Records)について 」 

久保田 智也会員 

  

 

 
 

 

 
 

   2021〜22 年度年度 

国際ﾛｰﾀﾘｰ会長  Shekhar  Mehta 

 

 

12月 20 日（月） 18：00～  

クリスマス親睦会 開催の予定です 

  会場は、H・ニューオータニ「鳳凰東中の間」  

お庭に面した広い会場で、恒例の通り行う予定 

オペラ歌手の歌と、氷細工のパフォーマンス 
 



 
 

  
 

 

 

これからのロータリアンとローターアクターの関り方について 

地区ローターアクト委員長 遠山 明良氏（10/25卓話） 

 
 

ローターアクト地区広報

委員の上岡君(東京ロータ

ーアクト所属)と孫君（東京

池袋ローターアクト所属）の

二人に、卓話の機会をお与

え下さり、感謝して居りま

す。本日私の方から今日お

話ししたいことは、RI が大

きくローターアクトに関する

規定を変えて、ローターア

クターの立ち位置が変わった、と言う点から、どの様に今

後ロータリーにローターアクトと関わって欲しいか、と言う

地区ローターアクト委員長からのお願いであります。 

ローターアクターの二人からは、アクトの魅力と活動の報

告を致します。 

今日私から申し上げたい点は、３つだけです。 

一つ目は、ロータリアンにもっとローターアクトを知って

貰い、もっと関わって欲しいと言う点です。 

ローターアクトはロータリーファミリーの一員です。 

昨年度中にローターアクトの学友会も立ち上げました。 

元々は 18 歳から 30 歳までの規定がありましたが、一昨

年度にこの年齢制限が取れて、現在は 18 歳以上となっ

て居ます。年齢制限については、各ローターアクトクラブ

の補足で決めて居ます。 

学友もローターアクト年齢制限撤廃も、ロータリーとの関

わりを残す為の政策で、ロータリーファミリーからロータリ

ーへとの道筋を作るものです。 

現在ローターアクトは、RI では青少年奉仕から外れて居

り、次年度から当地区でも機構上も青少年奉仕部門から

外れます。 

ローターアクトは、若者が奉仕活動をする場であり、依然

として育成プログラムには違いないので、提唱クラブに於

いては、ローターアクトを育てる気持ちを持って頂きたいと

思います。 

ロータリーの人材や経験を、ローターアクトに与えて下

さい。もっと関わって上げて下さい。奉仕活動に熱心な若

者にとっては、ローターアクトを選ぶ必要は特にないので

す。ロータリーが栄える為にローターアクトを増強するなら

ば、ロータリアンが自らローターアクトに魅力を付加せね

ばなりません。 

ロータリー同様にローターアクトも増強が必要です。ここ

にも、提唱クラブが関わるべきだと思います。 

一番大変なのは、継続性です。熱心な委員が一生懸

命増強をしても、それが長く続かないクラブが見受けられ

ます。 

魅力的な卓話、奉仕活動等を織り込み、一般に知らし

めることが必要です。 

増強はアクトでも非常に大きな問題です。衰退したアクト

クラブをどの様に活性化するか。それには合同例会を開

くことが良いと思います。当地区では、地区内アクトクラブ

が合同例会を開いたリ、他地区とのコラボも多く行われて

居ます。 

現在幾つかの当地区ローターアクトクラブには勢いが

あり、ロータリアンでも難しい積極的で迅速な企画力を発

揮して居ますが、それを合同例会等で取り込むことが可

能だと考えます。 

第二点は、ローターアクトの地位がロータリーに準ずる

ものになったが、ローターアクトはロータリーを補完するも

のであって、決してロータリーを脅かすものではない、と

言うことです。 

RI は、ローターアクトをロータリーに準ずる地位に引き

上げました。次年度から少額ではありますが、人頭分担

金も発生します。 

人頭分担金も大して払って居ないのに、またロータリーに

育成される立場なのに、ロータリアンと同等の地位を与え

るのか、と RI に対する非難も大きかったと聞きます。 

しかしローターアクトはロータリアンの地位を脅かすもの

ではなく、またロータリーと対立するものでもなく、ロータリ

ーを補完する勢力と考えるべきです。 

ローターアクトは、コロナ禍に於いても、皆例会を止めるこ

となく、Webを駆使して活動を続け、その技術をロータリー

にも伝授してくれて居ます。 

最後に申し上げたいのは、ローターアクトには自由にな

る時間を持たない、と言う点です。 

アクトがロータリーを補完する勢力だからと言って、ロータ

リーと同じ様に動ける訳ではありません。彼らは学生だっ

たり、サラリーマンだったりで、経営者ではありません。 

昨年度からは、地区委員会にも参加して居ますが、若い

ローターアクターは自分の時間を持たないので、平日昼

間の委員会に参加すること難しい現実があります。 

ローターアクトの例会は殆どが週末に行われ、地区行事

も同様です。地区ローターアクト委員会は、ローターアクタ

ーと合同の会議を持つ為、平日の夜 8 時、8 時半スタート

の Web 会議を開催して居ます。 
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最近の奉仕活動 
 

11 月 15 日（月） 水辺の清掃活動～皇居お濠の清掃～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 28 日（日） 中央分区献血ロータリーデー（東京練馬中央 RC主催） 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   今後とも、ご協力をお願いいたします。 


