
 

  

例会記録  

会員総数   46名 出席会員数  21名 

ゲスト       0名 ｵﾝﾗｲﾝ参加    3名 

ビジター      0名 その他        0名 

海外ﾋﾞｼﾞﾀｰ 1 名 事務局       2 名 

─────────────── 

 
 

 

 

ニコニコボックス  

齊藤会員：今夜の炉辺会楽しみです。 

結婚記念日：山本会員（8/10） 

鄭会員（8/28）  

 

 

 

 

 

 

次回予告  

第6回例会 2022、8，29（＃2353） 

 会場：舞の間 

例会ホスト・紹介係  吉沢君  

会費係  秋山君 

       受付係 福田君  金子君 

司会者     山田剛史君 

ソングリーダー  地引君 
 

 卓話「河合が勝った大事件」 

 

    さくら共同法律事務所々長    

河合 弘之会員 
 

  

会長報告 

1） 今月から、BGMを担当して頂けることになりました 高山真弓さんです。 （紀尾井町でも担当なさっています）  

今後とも宜しくお願いいたします。 

2） あっというまに1カ月です。 先週は、クラブ協議会を開催でき、ありがとうございました。今日は最後の各委員長の挨

拶です。宜しくお願い致します。 

3） 来週は、嶋村ガバナーの公式訪問です。 皆様にも宜しくおねがいいたします。 

4） 7日には、カナダからの青少年交換学生・エバリ ナウェセイさんが来日致します。 ホストファミリーは決まっておりま 

すが、皆様の家族イベントなどにお声をおかけ下さい。 

幹事報告 

1）感染者が増加しておりますので、皆様におかれましてもご無理のないよう御協力ください。 

2）来週は、嶋村ガバナー の公式訪問です。 クラブ協議会は済んでおります。卓話にガバナー のお話を頂きます。 

3）今年のお初釜は中止となりましたが、来年は1月16日開催の予定です。 参加を希望されるかたはお知らせ下さい。 

 この日は当クラブの例会日（新年例会始め）ですので、ご承知下さい。 

  本日の例会プログラム 

第 5回例会 2022.8.8（＃2352） 

例会ホスト・紹介係   秋山君  会費係     崎山君 

受付係    羽田君     保科君 

司会者    山田剛史君 ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ   地引君 

 

卓話「ガバナー公式訪問記念講演」 
      嶋村 文男ガバナー 
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東京麹町ロータリークラブ    

 前回の報告  

第 4回例会 2022.8.1（＃2351） 

例会ホスト・紹介係   末竹君  会費係     細谷君 

受付係    守屋君     中村君 

司会者    須藤君  ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ   鄭君 

卓話「委員長挨拶」 

荒川 R情報、姉妹ｸﾗﾌﾞ委員長・須藤 SAA委員長 

新保ｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰ・若林衛星ｸﾗﾌﾞ委員長 

 

 
 

 

 
 

   2022〜23 年度年度 

国際ﾛｰﾀﾘｰ会長    Jennifer E.Jones 

 

 

    夏休みのお知らせ 
8月 15日・8月 22日は夏休みといたします。 

8月 28日（日）開催予定でした RAC＆衛星ｸﾗﾌﾞ結成認可伝達式 

はコロナ感染者拡大を鑑み、延期となりました。 

次回例会は 8月 29日（月） 通常例会です。 
 



 
 

  
 

  

 
ガバナーとして一年を振り返って 

第 65代 若林 英博 第 2580 地区ガバナー（2021年度） 

 

 

 

当地区には約 2900人の会員が

いて、地区の委員会には約 300

人が登録されており、20数委員

会がそれぞれの活動を並行し

て行っています。ガバナーに就任してまず言われたの

は、「体調を崩すな」ということでした。ガバナーは大変な

激務なのですが、私はこだわる方なので、クラブの訪問

や各活動に対して、一つ一つ調べて対応していたら、寝る

前の調べる時間が必要で、お酒も飲まなくなりました。 

 指名されて一番不安だったのは、知識も流れもわから

ない自分に、ガバナーの職が務まるのかということでし

た。まず、ガバナーが何をするのか全く分かっていません

でした。そんな時ガバナー事務所の職員は優秀で、意思

疎通ができ、判断に迷う時は的確なアドバイスをしてくれ

ました。 

 ポリオ活動の源流である麹町ロータリークラブ出身のガ

バナーとして認識されたこともあって、自分なりにポリオの

ことを勉強し、公式訪問のときも話すようにしました。公式

訪問では 70 あるクラブを一つずつ回るのが基本です。私

は、エレクト・ノミニーのときに都内のクラブをできるだけ

訪問しました。それが良かったと思います。事前に話をし

たり顔見知りになったので、公式訪問もあまり緊張せずに

こなせました。 

 ロータリーの活性化は、クラブがいかに元気に和気あい

あいと活動されているかです。人を増やしただけでは活

性化とはいえません。いろいろなところで親睦や奉仕等、

良いことをしているかどうかにポイントがあると思っていま

す。 

 会員増強に関しては、オープン例会がいいだろうという

のが結論です。当地区はオープン例会ウイークとして開

催の予定でしたが、コロナの為に 19 クラブのみの開催と

なりましたが、一クラブ平均 2.5 人の入会希望が有りまし

た。また、広島、山口の 20 クラブが同様にオープン例会

を開いたところ、1 クラブ当たり 2 名、約 40 名の入会があ

ったという報告を頂きました。 

 YouTube の活動は、新宿区長と面談した際、コロナ禍で

例会も委員会も研修もなかなかできない中、YouTube 発

信はいい案だと思ったのです。ところが、動画を作るには

それなりの能力ある人や資金が必要です。当地区は機材

が一切ありませんでしたが、必要なものは買おうと決めま

した。そのとき、当地区の秋葉原の方から中古品を紹介

していただくことができました。また、専門家が何人かいた

ので、ガバナー事務所にレクチャーしていただきました。

実力が付きましたので、ワークショップや研修も全て

YouTubeで流しました。 

 

 

 

 

 

 私の年度では多くの新しいクラブができました。われわ

れにも東京麹町スターロータリー衛星クラブができまし

た。地区全体ではインターアクトが 3、ローターアクトが 1、

衛星クラブが 1、普通クラブが 1 できました。一つの年度

でこれだけのクラブが増えたことはないのではないかと思

います。 

 これから気を付けなければならないことは、まず麹町ク

ラブが衰退していっては困ります。かつてガバナーが出た

クラブが疲弊しているという話を聞くことがありましたが、

そんなことがあってはなりません。麹町は、地区へ出向と

いう事にあまり関心のなかったクラブなので、情報も入っ

てきませんでした。今後、毎年最低 5 人は地区に出ていく

ことが必要だと思います。最新の情報が直ぐに入ります。

会員増強もみんなで頑張りましょう。新会員にはきめ細や

かなフォローも必要です。活性化するために奉仕活動も

どんどんやってほしいと思います。そして麹町は、言われ

てから寄付を出すのが習慣となっていますが、自発的な

寄付が必要だと思います。ニコニコ、財団への寄付は積

極的にお願いします。 

 戦略計画はこれからみんなで決めていきたく思います

が、麹町クラブには品格あるクラブのイメージがあります

ので、それに恥じない活動をすべきです。 

準備期間を含めガバナーとしての 2 年半、皆さまのご協

力でやってこられました。特にスタッフで出向して頂いたメ

ンバー、例会で励ましの言葉をかけていただいた方々、

事務局、本当にありがとうございました。 

衛星クラブが出来て、わが麹町は 60 名に近づいてきま

した。沢山のメンバーと共に楽しいロータリ―ライフを送り

たく思います。 

共にロータリーを楽しみましょう 

 
 

クラブだより  No.5  

  9 月 9,10日 地区大会  
   本会議：9 月 10 日（土） ＠ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽ新高輪「飛天の間」 

       12：00 登録開始  13：00 点鐘 

   新入会員セミナー     10：30～12：40 
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