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東京麹町ロータリークラブ
本日の例会プログラム
第 1 回例会 2022.7.4（＃2348）
例会ホスト・紹介係
鈴木君 会費係
木寅君
受付係 新保君
吉田君
司会者
保科君 ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 藤谷君
卓話「三役就任挨拶」
浅野会長・齊藤副会長・加賀幹事

前回の報告
第 36 回例会 2022.6.20（＃2347）

最 終 例 会
トゥーダルジャン
～クラシックギターのしらべ～ 荘村 清志

会長報告
今期もようやく、最後となりました。 コロナ蔓延のため、例会が開催されないことがあったり、行事・
親睦会を開催できないこともありました。 オンライン例会も行いました。 春先からようやく規制が緩和され、イベン
トも開催できるようになりました。 なんといっても若林ガバナーの地区大会が盛大に成功したことは、私たちにとって
も大変な喜びでした。 一年間ありがとうございました。
幹事報告
本日は、崎山親睦委員長のご尽力で、トゥーダルジャンにて、最終例会を開催できることとなりました。
今期も、コロナウィルスがなかなか収まらず、例会を予定通り開催することができませんでした。
皆様のご協力で、オンライン例会、ハイブリッドの例会などで、例会運営をしてまいりました。 一年間ありがとう
ございました。
例会記録
会員総数 44名 出席会員数 30名
ゲスト
ビジター

20名 ｵﾝﾗｲﾝ参加

0名

3名 その他

0名

海外ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0 名 事務局

0名

ニ コ ニ コボ ッ ク ス

次回予告

木元会員：7 月よりシニア会員になります。
引続き宜しくお願い致します。
金田会員：若林ガバナー、一年間お疲れ
様でした。

第2回例会 2022、7，11（＃2349）

福田会員：1 年間ありがとうございました。
加賀会員：皆様、1 年間お疲れ様でした。

会場：舞の間
例会ホスト・紹介係 荒川君
受付係 守屋君 末竹君
司会者 保科君
ソングリーダー 藤谷君

───────────────

2022 年度 RI 会長
Jennifer E Jones

卓話「委員長挨拶」
木寅雅之職業奉仕委員長
飯嶋一晃社会奉仕委員長
吉田弘和国際奉仕委員長
内田祐輔青少年委員長
（ローターアクト支援）
藤田進太郎ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長

ジェニファー・ジョーンズ RI 会長は、会員が夢を実現するために行動し、クラブ
の魅力を最大限に味わえる場としてのロータリーを思い描き、互いのつながり
を深めることによって世界に変化をもたらすパートナーシップを築くよう会員に
呼びかけています。

KOJIMACHI WEEKLY

会長 浅野 泰弘
「懇親と実践」これを今年度のテーマといた
します。地区による会長エレクト研修のなかで
「懇親」に関する説明がありました。これは、ロ
ータリークラブの各種規定がもたらされ日本語
に翻訳する過程で fellowship という英語を「懇
親」と訳したことに始まるとのことでした。確かに日本語に訳す
のはなかなか難しいのですが、これは本来、人と人との関係性
を表す英語で、accquaintance（知り合い）→friendship（友人・友
情）の次に来る関係性のことを言うのだそうです。つまり同じ価
値観を共有した人たちが相集い何かをおこなうことだそうです。
懇親というと集まって楽しく食事をしながら語り合うというのが日
本語のイメージですがロータリーの懇親は先に挙げたことが前
提でした。このことを会員の皆様、特に入会年度がまだ浅い会
員の方々に再認識していただきたいと考えています。そこから、
ロータリアンとは、奉仕とは、ロータリアンの高潔性とはといった
ことにつながりその先に会（委員会）の活性化や会員拡大があ
るのではないかと思います。今年度は委員長（ベテラン会員）・
副委員長（若手会員）という組み合わせで委員会を構成いたし
ました。ぜひ活発に委員会を開催してその中でお互い共通の
認識のもと議論を深めていただきたいと考えています。
次に実践です。これは会務や奉仕活動のことですが、これら
はほぼ 2021-2022 年度をほぼ踏襲いたします。主な奉仕活動
としては、しんぐるまざーずふぉーらむへの支援、青少年交換、
ポリオ根絶チャリティーとなります。さらに今年はロータリー賞に
エントリーしこれを達成することでクラブの活性化につなげたい
と考えております。会員増強にも力を入れてゆきます。オープン
例会の複数回の開催、卓話の充実、入会候補者名簿の充実な
どで５名程度の新入会員獲得を目指します。
以上のような計画で 2022―2023 を活動してまいります。地区
の会長研修を重ねてきたとはいえ至らない点も多々あるかと思
います。ぜひともご指導ご鞭撻を賜り１年間実りある活動を筆
戦してまいりたいと思います。みなさのご協力が何より必要で
す。１年間何卒よろしくお願い申し上げます。

副会長 齊藤 栄太郎
本年度の副会長を拝命いたしました齊藤栄
太郎でございます。諸先輩方を前にして、
甚だ僭越ではございますが、一言ご挨拶さ
せていただきます。
今年度は副会長として活動をさせていた
だきますが、1 年を通して目標としたいことが 3 つございます。
まず 1 つ目は、例会を充実させて、会員の皆様方が何を置
いても出席したくなるような例会を運営するということです。昨
年度は、当クラブから初めてのガバナーを輩出し、荘村前会長
が先頭に立って、会員の皆様方が一丸となって若林パストガバ
ナーを支えた一年でした。いわば皆様が燃えた 1 年であったと
思います。その様な年度の翌年は皆様にもロスト感が出る時も
あるでしょうから、例会の運営が大切になってくると思います。
その様な理由から、例会を充実させていきたいと思います。プ
ログラム委員長や親睦委員長にはご苦労をお掛け致します
が、何卒よろしくお願い致します。
2 つ目は、比較的新しい会員の方に積極的に活動できる場
を提供するということです。当クラブにはここ数年、多くの方が
入会されております。
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それぞれの方が素晴らしいキャリア・実力をお持ちです。そ
のお力をクラブのために役立てていただき、クラブ活動を活発
化できると良いなぁと思っています。何卒、よろしくお願い致しま
す。
3 つ目ですが、これは個人的な目標となりますが、ロータリ
ーの精神を今一度勉強しなおして、来年に備えるということで
す。私事で恐縮ですが、昨年暮れに父が他界し、また、今年の
7 月（今月）で、16 年間経営してきた監査法人から離れるとい
う、人生の中でも大きな出来事が続き、ロータリーへの参加が
なかなか難しい状況が続いてしまいました。来年度は会長とい
う役目が待っておりますので、事務局の村上さんにもご協力を
いただきながら、今一度、ロータリーについて、深く勉強してみ
たいと思います。
私の目標は以上の３つでございますが、もちろん、今年度の
浅野会長の掲げる目標を達成するために、縁の下の力持ちと
なり、会のために尽くしたいと思います。
１年間よろしくお願い致します。

幹事 加賀 聡
本年度幹事を拝命しました加賀 聡でござい
ます。2019 年 7 月に入会しまして、ちょうど 3
年たちました。ロータリアンとしてもまだまだ未
熟者でありますが、浅野会長にお声をかけて
いただいたことを励みに、微力ながら 1 年間
頑張って参りたいと思います。ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い
申し上げます。
昨年来、新入会員の方も増え喜ばしい限りです。私も入会期間
からすればほとんど新入会員と同じと言えるため、その目線で
も活動ができればと思っております。
この 3 年間のほとんどはコロナ禍中でありました。今思えば、入
会からコロナ禍となるまでわずか半年間でありましたが、例会
以外にもカラオケ会やバッティングセンター、お茶の会、炉辺会
など実にさまざまな親睦の会がありました。ロータリークラブに
は本来はたくさんのイベント、たくさんの親睦の機会があること
を新入会員の方には知っていただきたいと思います。
また私は前年にローターアクトクラブの地区委員になり、地区
の会合や、清掃活動などのイベントを通じ、他のクラブの方から
いろいろなことを教えていただく機会を頂きました。こういった他
クラブとの交流を行うこともロータリークラブの楽しみでもありま
す。
特に入会間もない会員の方には是非、積極的に御参加いただ
ければ幸いです。また諸先輩方におかれましても新入会員へ
のお声がけ、お誘いなど頂ければ幸いです。幸いにもコロナ収
束の兆しもあり、アフターコロナを見据えた年度になれば、と思
っています。1 年間、どうぞよろしくお願い致します。
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