
 

  

例会記録  

会員総数   43名 出席会員数 22名 

ゲスト      2名 ｵﾝﾗｲﾝ参加  3名 

ビジター     0名 その他       1名 

海外ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0 名 事務局      1 名 

──────────────── 

 

ニコニコボックス  

須藤会員：長男が結婚しました 

荘村会員：久しぶりの例会です。 

吉沢会員：世界の平和とコロナ収束を祈ります 

   お陰様で古希となり H・オータニのﾄｳｰﾙ・ 

ｼﾞｬﾙﾀﾞﾝにてお祝いをしました。 

若林会員：結婚 47 回目、あと 3年で金婚式   

      楽しみです。 

荒川会員：結婚 32 年、二人で頑張ります。 

ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日：吉沢会員(2/18)福田会員(2/1) 

結婚記念日：若林会員(2/4)荘村会員(2/6) 

        福田会員(2/22)荒川会員(3/4) 

木寅会員(3/25)中谷会員(3/26) 

誕生日祝い：須藤会員(2/1)新保会員(2/2) 

                  吉沢会員(3/2) 

 

 

次回予告  

第26回例会 2022,3,28（＃2337）夜間移動例会 

観  桜  会 

 

 

 

 

 

綱町「三井倶楽部別館」  

港区三田 2-3-7 

  ☆お昼間の例会はございません 

会長報告 

1） 皆様こんにちは。お元気なお顔が拝見できて嬉しいかぎりです。まん延防止等重点措置が延期されましたが、ワクチ

ン接種も進んでいると思いますし、ホテル側も万全の対策を施してくださっていますので、再開致します。ハイブリッド

で行ないますので、ご無理をされずにオンラインでもご参加下さい。 

2） 本日は、2月7日にお越しいただくことになっておりましたが、御無理を言って本日お越し頂きました。映画プロデュー 

サーの吉野様です。 

3）米山奨学生のフさんが出席です。 

4）3/19日のポリオ根絶チャリティー寄席は、予定通り開催致します。 当日御参加の方には感染予防（ワクチン接種、 

陰性証明、マスク着用）を徹底して頂くようお願い致します。 

幹事報告 

1）暫くは、ハイブリッド型式で例会を開催いたします。オンライン参加の方はお知らせ頂けますと助かります。 

2）ポリオ根絶チャリティー寄席のチケットの購入にご協力下さい。 

3）メールなどで、ご案内致しましたが、4月6日（水））に千代田6クラブ合同例会を開催 

していたします。 

出席希望のかたは、本日中に、事務局までお申し出ください。4月4日の例会は御座いません。 

4）例会終了後に、定例会理事会を開催いたします。該当の方はお残り下さい 

  本日の例会プログラム 

第 25回例会 2022.3.14（＃2336） 

例会ホスト・紹介係   鈴木君 

受付係    山本君 

 司会者    崎山君 

ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 保科君   

卓話 「ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・ﾊﾞﾘ・ヌサドゥアの活動」 

ヌサドゥア RC  行本 正晴氏 

紹介者 吉田会員 
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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 24回例会 2022.3.7（＃2335） 

例会ホスト・紹介係   鈴木君 

受付係    山本君 

 司会者    崎山君 

ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 保科君   

卓話 「世のため後のため 

今の私に何ができるか」 

映画ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 吉野 浩氏 

紹介者 吉田会員 

 

 
 

 

 
 

   2021〜22 年度年度 

国際ﾛｰﾀﾘｰ会長  Shekhar  Mehta 

 

 



 
 

  
 

 

 

ガバナー公式訪問記念講演 

第 2580地区 ガバナー 若林 英博氏（12/13 卓話） 

 
ガバナーの役目の一つは、皆さんの

クラブを公式訪問したときに RI 会長の

話をお伝えすることです。現RI会長のシ

ュカール・メータさんは、「奉仕しよう、み

んなの人生を豊かにするために」をテー

マに掲げておられます。 

 2 月の国際研修協議会では、世界の

ガバナーがフロリダのオーランドに集まって研修するはず

でしたが、コロナのために Zoom での研修となり、私も自

宅で受けました。現地で 5 日間の予定が 11 日間の研修

となり、夜の 11時に始まったり、朝 10時に始まったり、い

ろいろありました。 

 そこでは、「もっと行動し、もっと成長しよう」という話もさ

れました。「もっと行動し」とは奉仕活動をしようということ

であり、「もっと成長しよう」とは会員増強をしようということ

です。非常に分かりやすい言葉だと思います。ロータリー

会員はこの 17 年ほど、120 万人前後で推移しています

が、それを 130 万人に

増やそうというわけで

す。そのために、「Each 

One, Bring One（一人一

人が 1 人を連れてきま

しょう）」と呼び掛けてい

ます。このクラブでいえ

ば、43 人の会員をあっ

という間に 86 人にすれ

ば い い わ け で す 。

「Each One, Bring One」

は今に始まったことで

はなく、以前からいろい

ろな方がおっしゃってい

ました。しかし、クラブ

会員の 70％は誰も紹介者を連れてきていないのが現実

です。 

 では、会員増強の旗を振っているだけなのかということ

になるのですが、会員増強には人の魅力と組織の魅力が

必要です。人の魅力というのは、高潔な人間か、信頼され

る人間かどうかが問われます。今後ずっと、嫌でも紹介者

と付き合わなければならなくなるわけですが、逆に憧れの

人、評判の良い人が声を掛けてくれたらすぐに飛びつくで

しょう。ですから、会員増強の肝は、人の魅力だと思いま

す。ロータリーには職業奉仕という素晴らしい考えがあり

ます。職業奉仕の「四つのテスト」が頭の中にちゃんと入

っていて、日々の活動や会社経営を職業奉仕の考えで

判断していますか。これができていることが人の魅力でも

あり、職業奉仕活動だと思います。 

 

 

 そして組織の魅力とは、クラブが認知されているか、困

っているところに手を差し伸べ、公共イメージを向上し、発

信ができているかということの積み重ねだと思います。そ

うしたものが人を呼び込むのです。 

 メータ氏はもう一つ、「女子のエンパワメント（女子への

機会の向上）」も強調されました。日本の管理職の女性人

口を増やしていき、引いてはロータリーの女性会員を増

強することを目指しています。ただ、いろいろなクラブを回

っていると、メンズクラブを宣言しているところもあります。

ロータリーは多様性を重んじるので、逆に多様性の一つ

としてメンズクラブもありだと私は思っています。 

 地区の基本方針として、五つの重点項目を作りました。

コロナ、ポリオ、元気なクラブ、会員増強、公共イメージア

ップに焦点を絞っています。今もコロナで苦しんでいる方

がいますが、例えば医療センターに医療機械を寄付する

などの活動をしたクラブもありました。地区サイトにも各ク

ラブの活動が記載されています。 

 そして地区大会につ

いてですが、主幹クラブ

の豊島東ロータリーが

池袋ロータリーと一緒

になるため、当日のスタ

ッフ不足が懸念されま

す。皆さんにご協力い

ただければ幸いです。

地区大会ではアワード

の開催も予定していま

す。15 の賞とグランプリ

を決めるもので、自分

の地区が受賞できるか

どうかだけでなく、他の

地区の活動や奉仕内

容もぜひ参考にしていただきたいと思います。 

 最後にご検討いただきたい件があります。12～18 歳の

インターアクト、18～35 歳のローターアクトがありますが、

麹町ではその先がありません。長年仲間だった人を 35歳

で放り出しているわけです。そこで、将来のロータリアンを

迎え入れる戦略計画として、その間に当たる衛星クラブに

ついてご検討いただければと願う次第です。 
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