
 

 

 

 

 

アドレス    http://www.kioicho-rc.jp 

東 京 紀 尾 井 町 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ 

        ＫＩＯＩＣＨＯ ＷＥＥＫＬＹ   Vol.29-4 Ｎｏ.1268  2020.7.30 

 

国際ロータリー会長 HOLGER KNAACK             Rotary Opens Opportunities 

      ホルガー クナーク       テーマ  ロータリーは機会の扉を開く 

  ＊例会日  木曜日  １２：３０                 ＊事務所 １０２－００８３ 東京都千代田区麹町３－５ 

  ＊例会場  ホテル  ニュ－ オータニ                                     得水ビル 2階 202号 

  ＊創  立  １９９２年９月１７日（平成４年）       電  話  東京０３（３２６５）８５９７番 

  ＊会  長 大竹章裕   幹事 坂田生子            ＦＡＸ  東京０３（３２６２）５２７９番 

  ＊会報雑誌委員会 委員長/森田建二 副委員長/佐藤香織･吉岡幸志 委員/今井千晶､熊川貴昭､馬渕知子､山口妙子 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

７月１６日 第３回例会（通算１２６７回）  会場：麗の間 

１．出席者 会員  ５４名 

      ゲスト  １名 米山奨学生 カク・サイインさん 

      出席率 75％ （修正出席率７/２ 88.89％） 

司会       林ひろみ会員 

２．開会の辞・点鐘  大竹章裕会長 

３．ビジター紹介    なし 

４．会長挨拶     大竹章裕会長 

  みなさま、こんにちは。昨日はお盆の送りでした。門で火をたき 

墓へ送りに行って参りました。我が家に残るお盆の掛軸で一番古い 

ものが貞享三年（一六八六年）ですので、江戸中期からずっと行っ 

てきたことを思うと、きちんとこれを後へ伝えていきたいなと実 

感しました。 

さて、確か２月くらいだったかと思います。道端増強委員長からいかした提案を頂きました。「大竹さん、

増強という言葉は自分勝手です、仲間作り委員会に名前を変えませんか」一瞬びっくりしました。 

確かに「会員増強」という言葉は組織の都合にたっての言葉（例えば戦力の増強のように）に思えます。

仲間が増して強くなるのであればまずその恩恵は新規の方、次に既存会員、そして関係先支援先の団体や

個人。というのが順当でしょう。組織が組織のために動き出したら、特に紀尾井町ＲＣの場合は不健康だ

と思います。 

委員会改称の件はコロナ騒ぎで合意形成が間に合いませんでしたので店晒しになっています。しかし取り

やめたわけではありませんので、道端さん、続けて委員会で討論、提案をお願いします。 

本日はプログラム、増強、SAA、研修、出席の各委員長にご挨拶いただきます。幸せになろう・ビーハッピ 
ーのテーマの元どのようなご提案をいただけるのか楽しみにしています。以上会長挨拶を終わります。 

 ・委嘱状授与    目代純平地区拡大増強委員  

前原秀一米山カウンセラー 

                                                                  

  ７/３０ 第４回例会      麗の間         ８/６ 第５回例会予告 

  「就任挨拶」  広報雑誌委員長、親睦活動委員長       クラブフォーラム「会員増強～目標 100名」 

        ロータリー財団委員長、               道端慶二郎会員増強委員長 

            米山財団委員長、会計、 

 

 米山奨学生 カク・サイインさん 



 

・米山奨学金授与  カク・サイインさん 
  皆様こんにちは。台湾出身のカク・サイインと申します。桜美林大学ビジネスマネジメ

ント学部４年生になります。私事で申し訳ございませんが、本日７月になりましてやっ

と皆様とご挨拶する事が出来てとても嬉しいです。これからも宜しくお願い致します。  

５．幹事報告     坂田生子幹事 

  ①週報、炉辺会のご案内、プログラム委員会アンケート配布致しました。 

②第 19 回ロータリー全国囲碁大会のご案内が来ております。控室に掲示しておきますので、参加ご希望の

方は事務局までお申し出下さい。 

③ロータリー入門書 2019-2022年度版 購入ご希望の方は事務局までお申し出下さい。（先週報告済） 

１冊 ８００円です。 

④名刺の件、個人的に東京紀尾井町ＲＣの名刺が必要な方は、オクトンに発注致しますので事務局までお

申し出下さい。 

６．委員会報告   

  ・親睦活動委員会     浅見 亨委員長 

   皆様こんにちは。本年度委員長を務めます浅見です。宜しくお願い致します。本日、お手元に第１回炉

辺会ビアガーデンのご案内を配布致しました。8月 28日 6時 30分より東京プリンスホテルビアガーデ

ンに於いて開催致します。先日、私と佐伯副委員長の二人で下見をしてまいりました。室内なのですが、

かなり天井が高く、空気の循環も良いという事で、入店時は検温、アルコール消毒は勿論、席も間引い

て、ソーシャルディスタンスをやられているという事で、このまま収束して頂ければ、第１回炉辺会を

皆様とぜひ親睦を深めたいという事で開催致したいと思います。なるべく皆様、ご出席でお願い致しま

す。もし、このまま、コロナ感染者が増えるようで有れば 8月 14日の時点で、中止の判断をさせて頂き

たいと思います。大勢の皆様のご出席をお待ちしております。以上です。有難うございました。 

７．ニコニコボックス報告   今井千晶会員 

８．卓話   「就任挨拶」 

  ・プログラム委員会    石川ヒロ子委員長 

   今期、プログラム委員長の大役を拝命致しました石川ヒロ子です。 

「プログラム委員長が石川ヒロ子で大丈夫か?!」と心配だ・・・驚ろい

た・・・とのお声も多かったかと思います。 

大竹会長、生子幹事、「勇気ある任命 CALL」、サプライズ人事、ありがとうご 

ざいました。 

最初にお声かけいただきました時は『会長・幹事、紀尾井町クラブの微力なり

ともお力になれれば』と受諾致したのですが、前期プログラム委員長、宮下さ

んからの懇切丁寧な引き継ぎレクチャーと大量の資料をいただいた時に、これ

は微力ではとても務まらない・・・爆力を投じなければ全うできない、と悟る

事となりました。 

しかしながら、大竹会長・生子幹事にはよく考えていただいておりました。バ

ックには金田部門アドバイザー、チームメイトにはベテランの金井副委員長をはじめ、林 ひろみ副委員

長、道端委員に吉岡委員と強力なメンバー体制をいただきましたので安心して任務に取り組む事ができ

ております。何分頼りない委員長ではありますが、委員会体制は万全ですので、ご心配には至らないか

と存じます。 

さて、前期は宮下プログラム委員長のウルトラコーディネーションで、卓話タイムを存分に楽しませて

いただきました。後半の 4か月は休会が続きプログラム委員会もご苦労が多かったと思います。 

やむなくキャンセルとなった前期外部卓話者の皆さまには、状況次第では今期にお願いする事もあるか

と思いますが、何分、今期はスタートより未曽有のコロナ禍での例会運営になります。 

まずは感染リスクを考慮し、卓話枠は、外部からの卓話者を当面の間限定し、紀尾井町クラブ内でスピ

ーカーを募りたいと考えております。 

当クラブには各専門分野のエキスパートが大勢おいでです。業界の裏話、ワンダフルな体験談、おどろ

きの人生談などお話いただける方がたくさんいらっしゃると思います。 

「情報修得感」「楽しかった感」「え～そうなんだ感」 を皆さまと共有し、毎週楽しい「Happy」な

30 分をご一緒できるよう、コロナ禍イレギュラーな卓話枠の構成になるかとは思いますが今期ならでは

卓話枠を活用して： 

・会員同士がより分かりあい 



 

・ベテラン会員と新人会員とが交ぜあい 

・紀尾井町クラブ全体の絆がより強くなるよう    

工夫を凝らしてみたいと思います。 

つきましては、本日皆さまにはアンケート用紙を配布させていただきました。 

お手数ではございますが、出来る限りご記入いただきお帰りの際石川または受付デスクまでお渡しいた

だければと思います。また、今後もご意見、ご要望などドシドシいただきたく、直接石川またはプログ

ラム委員にお申し出いただければ幸いです。 

それでは皆さま・・・1年間プログラム委員長として、勉強させていただきます。 

皆さまのサポートも是非よろしくお願い申し上げます。 

  ・会員増強委員会     道端慶二郎委員長 

   こんにちは、本年度会員増強、会員選考、職業分類委員会の委員長の道端慶 

二郎です。 

「人は生きるのにロータリークラブを必要としない、しかしロータリークラブ

は人生に幸せと豊かさをもたらす」まさに本年度のスローガン BE HAPPY 

です 

ここにいる会員の皆様は、ご友人が紹介してくれたおかげで入会できたわけで

あり、もし紹介がなければ、今ここにいません。 

皆様がロータリークラブに入って良かったと思っているなら、皆様の大事なお

友達を、是非、私達の仲間に入れてください。 

友人がロータリーの仲間になることは、良いことがたくさんあります。 

友人の人生に BE HAPPY がもたらせるのはもちろんのこと、友人とアポを取らずに毎週会うことが出来、

より親密になることが可能です。そして、今いる会員の皆様のお友達の輪を広げるのに貢献できます。 

ロータリークラブの奉仕の精神とは、まさに皆様の周りの方々を、豊かで幸せな人生に導くことであり、

ロータリークラブへのご紹介はまさに奉仕そのものです。 

本年度大竹会長の指針として、本クラブを 100名の会員体制のクラブとするミッションがあります。あ

とたった 20名です。 

たった 20人と申し上げたのは、もし全会員が 1人紹介して頂ければ 80人増、160人のクラブになって

しまいます。 

しかし、現状は、何人もの会員をご紹介いただいているようなほんの一握りの会員がいる一方で、残念

ながら 1人もご紹介いただいていない会員の方が大多数なのです。 

100名を達成するためには、全会員が参加しての会員拡大が不可欠です。 

本委員会の活動は、全会員が会員拡大をするサポートを背背手頂くことです。 

まず、8 月の会員増強月間の第 1 週目の例会でクラブフォーラムを開催して、会員拡大の極意について、

皆様と探求して行きたいと思います。 

そして、本年度の目玉は、入会説明会及び懇親会セットにしたものを開催します。 

入会を勧めるのはどうも苦手だという会員の方でも、そこに入会候補者を連れてきてさえくれれば、ロ

ータリークラブの楽しさと魅力をリアルに伝え、一気に入会を決断してもらうという素晴らしい企画を

計画しています。 

今までは新入会員は一本釣りでしたが、網で大量に捕獲するという画期的なものです。 

また、毎月開催される炉辺会に入会候補者を連れてきていただき、その方が入会することへのサポート

もしていきます 

その他、皆さんから入会候補者のリストと、必要なサポートのアンケートをご依頼し、入会への万全な

るサポートをしていく所存です。 

最後に、紹介できる人がいないという方は、年賀状の当選確認がてら、ロータリアンに相応しい人がい

ないかチェックしてみてください。きっと何人かは候補者はいるでしょう。後は、「久しぶりに食事し

ない」と連絡するだけです。 

これで 100名達成というシナリオで本年度は行きます。 

冒頭に申し上げましたが、「人は生きるのにロータリークラブを必要としない、 しかし、ロータリー 



 

クラブは人生に幸せと豊かさをもたらします」 

是非、皆様の大切なお友達を我々の仲間に紹介して頂き、共に素敵なロータリーライフを楽しみましょ

う！   

・ＳＡＡ         中島  聡委員長 

   活動方針 

①コロナウイルス終息に至っていない今期は、健康の安全第一を念頭に置いて 

引き続き「日本一のク 

ラブ」を目指すべく、臨機応変な新しい例会の運営を模索してまいります。 

②できるだけ本来の親睦に近い形での例会開催を目指し、かつ、予測されてい 

る第二波・第三波到来に 

も即対応できる新たなスタイルの例会運営を試行錯誤してまいります。 

具体的には、健康不安のある会員の方々にも例会参加が可能なよう、途切れ

のない親睦を継続できるよう、ネットからの参加手段を実施いたします。 

これにつきましては、国際ロータリーからもオンライン例会の実施を推奨さ

れており、（マイロータリーより）10 月のガバナー訪問もネットによる訪問

になるとのお話も出ております。 

とは言え、さすがに 100周年を迎える東京 RCには野生司ガバナーが訪問するようです。 

③今期テーマであります Be Happyを絶え間なく実現させられる明るく笑顔が基本の SAAを目指します。 

どんな状況においても紀尾井町 RC例会に参加したくなるような常にウエルカムの心を大切にし、気品 

を感じさせる気配り・目配り・歩み寄りの運営を目指します。 

活動計画 

・基本的には国・東京都方針に従い、自粛要請があった際には即対応する 

・「真実かどうか、みんなに公平か、好意と友情を深めるか、みんなのためになるかどうか」 

健康不安のある会員の方々を含め、RC の目的の一つである親睦を会員全員で実現できるよう、ハイブ

リッド例会（オンライン出席）を終息まで実施する⇒通信費等の予算化を計画しております。Zoom に

ついてはロータリー会員の割引が用意されております(資料) 

・受付時の SAA 委員の皆さんの安全確保に配慮頂けるようご案内(マスク・検温)を徹底する。+そのため

のビジター参加費のクレジット決済 

・SAA 委員の班分け、役割の明確化等、事前準備を徹底し、時間厳守のスムースな進行を心がけ、幸せ

になれる例会を提供する 

・新入会員の多い SAA ですので、委員会内のコミュニケーション・親睦の場を許される状況になり次第、

定期的に実施し、相互理解ならびに紀尾井町ロータリークラブの理解を深めてまいります⇒会員増強

委員会にも役割をいただいていますので、先週の東京西 RC の鈴木様のお言葉にもありました通り、会

員維持にも寄与していけたらと考えております。 

以上、SAA委員長就任のごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

・ロータリー研修委員会  渡邊俊一委員長 

  今年度、研修委員長を拝命しました渡邊です。副委員長には目代さん、橋本さん、

委員には井上さん、平島さんにお入りいただき大変心強く思っております。今日

は例会後に委員会の打ち合わせを行いますのでどうぞ宜しくお願いします。 

大竹会長所信の「幸せになろう！Be Happy」～「照願脚下」の精神で日本一のク 

ラブへ～ 

は、先の見えないコロナ禍の中で、まずは我々会員、そして家族、従業員、ステ

ークホルダーの皆様が感染しないよう自重し、注意しながら前進し乗り越えるこ

とで、その先に幸せが待っていると仰っているものと思いました。 

研修委員会の役割は、ロータリー活動の前提となる、基本理念、目的、歴史、定

款・細則の理解促進を図り、会員同士の信頼を深め、ロータリーの奉仕の精神を

実践する「日本一」のクラブを目指すことであると考えています。研修会という

固いイメージではなく、委員の我々も一緒に学ばせていただく勉強会という姿勢で実施します。 

具体的な活動計画は、新入会員へのオリエンテーションを随時行います。 

ロータリー用語、情報については、インターネット検索によって新しい正確な情報を入手することが可能

になりました。ネット検索しても見つからないのはクラブの情報です。 

卓話の時間を頂き、我がクラブの存在する 3つの会計についてご説明したいと思います。 

私が入会してから約 16 年の間、消費税増税、ロータリー人頭分担金、地区費の増額など支出する費用は大

きくなっていますが、会費の値上げは無く、各年度の会長・幹事・会員の皆様の努力によって 3つの会計  



 

は良好な状態です。しかし、3 つの会計には、役割と使途が決まっており、今後も適正な支出を行って

いかなければなりません。会計からクラブの歴史を遡りクラブの歴史をご紹介したいと考えています。 

7 月の理事会で、定款・細則見直し委員会の設置が決まりました。ロータリーはー職業倫理を重んずる

実業人、専門職業人の集まりです。ロータリーのバッジを身に着けたところで、世界 12１万人、国内

88,000人メンバーの一員となります。 

我々は国際ロータリーの、枠組みとルールの中で活動しなければなりません。 

昨年度、定款・細則検討会を設置し、「なぜ定款・細則の見直しが必要なのか？」の議論からスタート

しました。 

ロータリー定款第 5 条には、ロータリークラブ設立と同時に、3 年に一度規定審議会で改訂されるロー

タリー定款と細則を承認し拘束され順守しなければならないという規定があります。今年度は、金丸委

員長を中心に定款・細則の見直しについて議論を重ねていくことになります。会員の皆様に定款・細則

の理解を深めていただき、ロータリー奉仕の精神を共有して参りたいと思います。 

  ・出席委員長       奥寺邦俊委員長 

出席委員会の奥寺です。一年間どうぞよろしくお願いいたします。 

何を隠そう私は、出席委員長は二回目なんです。一回目は金丸会長の時にや

ってたんですね。多分二回委員長やった方はいないと思います。なぜ、私に

また出席委員長が回ってきたのだろうと考えました。2 つ思い当たることがあ

りました。1 つは私が入会以来 100％出席であること。これは自慢しているわ

けではありません。私の場合は、健康しか取り柄がないこと、仕事も暇だと

いうことなのです。ちなみに、ここ 2 年間はクラブの例会に 100％出席です。

ここ 4年間を見ると、2回だけメークアップしています。多分私が一番かなと

思ったんですが、いたんですねえ、これを上回る方が・・・ 中島さんです。

4年間でメークアップ 1回だけです。 

もう一つ思い当たることがあります。私が算命学でいうところの子丑天中で

して、今年と来年が天中殺です。実はトランプさんも同じ子丑天中でして、あちらは大運天中殺も重な

っていますので、大統領選は順当に行くと非常に星周りの良いバイデンさんになるのではないかと思い

ます。すみません、話が脱線しました。で、来年は来年まで天中殺なので、下手なことはせず、ロータ

リーに出席して、勉強しなさいということではないかと思っております。 

さて、知らない方もいるかもしれませんのではなしますが、ロータリーには三大義務というのがありま

す。まずは、会費支払い義務、これは当クラブの運営費で、主には例会時の食事代になりますので、こ

れは当たり前のことだと思います。二つ目は、ロータリーの友の講読。買って読むということです。紀

尾井町の皆さんはいつも隅々まで読んでいると思いますので問題ないと思います。そして、三つ目が出

席の義務なのですね。ただ、私は、出席は義務でなく権利だと思います。楽しい例会に出席できる権利

なのです。この出席には更に特典が付きますがご存じですか？ 欠席した人は他のクラブに出席、メー

クアップすることが出来るのですね。日本国中、全世界のロータリークラブに堂々と出席できるわけで

す。会いたい人がいるのであれば、そのクラブにメークアップすればいいのです。これは、ロータリア

ンの特典といえるのではないでしょうか。 

メークアップに関しては昨年度より、取り扱いが変わりました。以前は、メークアップは例会前後 2 週

間と決められてあったのですが、現在は同じ年度内であれば OK です。とは言っても、あまりためてしま

うと最後が大変ですので早めのメークアップをお勧めします。更に、クラブで行う奉仕活動で、会長幹

事が認めたものはメークアップになりますので、こちらも申請してください。そして、一年間 100％出

席を達成した会員に対しては、6 割は当クラブの出席が条件になりますが、最終例会においてその功績

を称え、ものすごいプレゼントがありますので、是非皆様 100％出席を目指してください。出席無くし

て親睦無し、親睦無くして奉仕無しです。皆様、例会出席をよろしくお願い致します。 

以上です。 

 

９． 閉会の点鐘   大竹章裕会長 

                                                  

７/１６お客様  なし 
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今井 宗陽君：本人誕生日。76 年前、すなわち昭

和 19 年 7月 16日早朝、日赤産院で

玉の様な男の子が産まれました。小

生です。 

宮地 勝美君：本人誕生日。19 日に誕生日を迎え

ます。ロータリー入会 16 年になり

ます。高齢者から何番目となりまし

たが、もう少しお世話になります。 

森田 建二君：本人誕生日。昨年の今日 16 日に丁

度一回りしたので、また 1 歳からス

タートです。 

大竹 章裕君：米山奨学生郭さんようこそ！委員長

の皆様、ご挨拶宜しくお願い致しま

す。 

目代 純平君：本日 7 月 16 日で会社が創業 21年と

なりました。25 年に向けて更に努

力致します。 

垣見 裕司君：今日の東京コロナ 280 名以上だった

そうです。当クラブの例会もリアル

と Web のハイブリットをそろそろ実

施して下さい。 

江藤 昭子君：今井さん、森田さん、宮地さん、お

誕生おめでとうございます。ハッピ

ーな 1 年で有りますよう益々のご活

躍を期待しております。 

渡邊 俊一君：研修委員会の皆様、本日の例会後に

初会合を開催させて頂きます。宜し

くお願いします。 

宗田 裕司君：今日発表の委員長の皆様、どうぞよ

ろしくお願いします。 

日高 正人君：感染拡大が広がっています。皆様ご

自愛下さい。 

黒田 善孝君：今日の東京のコロナ感染者数は過去

最大みたいです。この事が気になり

ます・・・。 

中村 俊輔君：雨でも頑張って仕事します。 

浅見  亨君：寸志。 

平島 有希君：寸志。 

石川ヒロ子君：寸志。 

石川 隼一君：寸志。 

金丸 精孝君：寸志。 

河合由里子君：寸志。 

小泉  始君：寸志。 

松島  寛君：寸志。 

守重 知量君：寸志。 

中瀬 賀暁君：寸志。 

新村 敏明君：寸志。 

齊藤  学君：寸志。 

吉岡 幸志君：寸志。 

 

【米山財団寄付】 

坂田 生子君：今期第 3 回目の例会をこうして開催

出来て嬉しく思います。紀尾井町の

コロナ対策のガイドラインを早急に

作りたいと思います。1 年間リアル

例会が出来ます様に!! 

熊川 貴昭君：郭さん、1 年間宜しくお願い致しま

す。しっかりサポートいたします。 

 

岡垣 栄治君：米山奨学生郭さん、ようこそ、本日

お会い出来て嬉しいです。 

前原 秀一君：郭さん、ようこそ東京紀尾井町ロー

タリークラブへ！ 

 


