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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 

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

１０月５日 第１２回例会（通算１２７６回）  会場：鳳凰東中の間 

    ガバナー公式訪問 （東京麹町ロータリークラブとの合同例会） 

１．出席者 会員   ４５名 

      麹町ＲＣ ３２名 

      Zoom参加者 ２名（各１名） 

      ゲスト    ２名  野生司義光ガバナー 

                谷一文子地区幹事 

計７９名 

  司会        吉田会員(東京麹町ＲＣ) 

２．開会の辞・点鐘   須藤 仁会長（東京麹町ＲＣ） 

３．国歌・歓迎の歌斉唱 木寅会員（東京麹町ＲＣ） 

４．会長挨拶 

  ・東京麹町ＲＣ ・須藤 仁会長 

   皆様こんにちは。本日は麹町と紀尾井町との合同例 

会、又、ガバナー公式訪問です。 

最初にお客様のご紹介をさせて頂きます。ＲＩ第 2580地区ガバナー野生司義光様、地区幹事 谷一文子

様、中央分区ガバナー補佐 西岡孝志様、中央分区幹事 谷井 玲様。 

本日は、野生司ガバナーはじめ皆様、本当に有難うございます。こんなに大きな会場で、大勢の皆様の

前で挨拶するのはこれで最後かと思いますが、今日は楽しみな例会でございます。 

本日は、当クラブでカウンセラーをしております米山奨学生の鄭君が出席しておりますので、この場を

借りて奨学金を渡したいと思います。 

 

・米山奨学生・奨学金授与   鄭 英博さん（東京理科大学 修士課程 国際火災科学） 

 報告ですが、来週は、例会はお休みですが、当クラブがホストとなっております中央分区のゴルフ予選 

   会がございます。当日、皆様にも参加して頂けると思いますが、どうぞよろしくお願い致します。以上 

でございます。 

                                                      

 １０/１５ 第１３回例会    PALAZZO         １０/２２ 第１４回例会予告 

         「子供の絵で地球を塗り替えよう」                  「夜間移動例会」 

特定非営利活動法人 子供地球基金                    於：赤坂プリンスクラシック館 

          代表 鳥居晴美 

  



 

・東京紀尾井町ＲＣ・大竹章裕会長 

   改めまして、皆様こんにちは。本日は、野生司ガバナー、谷一地区幹事、ようこそお越し下さいまして、

誠に有難うございます。西岡ガバナー補佐、谷井幹事、今日の訪問に関しまして様々な段取りを取って

頂き有難うございました。感謝申し上げます。又、親クラブで有ります東京麹町ＲＣの皆様、私共、東

京紀尾井町ＲＣのメンバーを本日は快く迎えて頂きまして、こんなに大勢で例会が開催出来るというの

は大変嬉しい事です。暖かいお心使い、本当に有難うございます。御礼申し上げます。 

私達は、平成 4年に麹町さんから産んで頂きまして、丁度 28年、私で 29代目の会長となります。様々

な紆余曲折は有りましたが、親御さんが良かったせいか、お陰様で大きな体にスクスクと育っている最

中で有ります。そんな中で今年のコロナを迎えまして、色々と考える所がございました。私の好きな小

唄に「しばらく は 時世（ﾄｷﾖ）時節とあきらめしゃんせ 牡丹も菰着て冬ごもり」と言う小唄が有りま

す。牡丹も無為に何もせず冬ごもりをしている訳では無く、菰の下では色々と支度をしながら、春に大

輪の花咲く事を用意している訳です。私共、紀尾井町もせっかく麹町さんに産んで頂いて、このような

素敵な会場で開催出来る訳ですから、それを有難く思って、今年は脚元をしっかり見て、自分達のクラ

ブをより大きく成長させるように、その１年にして行こうでは無いかという事を私は方針にさせて頂き

ました。様々に変える事が、コロナによって生じました。でもそれは逆風では無く、一つの大きなチャ

ンスでは無いかとそのように思っています。細かい事は、又、ガバナーにもクラブ協議会でお話出来れ

ばと思いますが、様々な変化をし、皆さんが集まって、より楽しく過ごせる時間を作るという事で、ハ

ッピーな紀尾井町ＲＣを作って行きたいと、そのように思っているという事をガバナー、親クラブで有

る東京麹町ＲＣさんに今、ここでご報告させて頂きたいと思います。本日はわずかな時間ではございま

すが、楽しい時間をゆっくり皆さんで過ごせたらと思います。どうぞよろしくお願い致します。有難う

ございました。 

５．ビジター紹介    加賀会員（東京麹町ＲＣ）無し 

６．ニコニコボックス発表 

  ・東京麹町ＲＣ 中村会員  

  ・東京紀尾井町ＲＣ 中島 聡会員 

７．幹事報告 

  ・東京麹町ＲＣ 齊藤栄太郎幹事 

  ・東京紀尾井町ＲＣ 坂田生子幹事 

  ①週報、ガバナー月信、配布致しました。 

  ②10月のロータリーレートは 105円となります。 

③今週（10/8）は振替として休会になります。 

次回（10/15）の例会場は PALAZZO（ｻﾞ･ﾒｲﾝ宴会場階）になります。お間違いのないようお越し下さい。 

   ④本日、例会終了後、13時 45分より AZZALEAに於いて、クラブ協議会が開催されます。委員長の方々 

は速やかにご移動願い致します。 

８．卓話   「ガバナー公式訪問記念講演」     

  ・紹介 東京麹町ＲＣ 須藤 仁会長 

   野生司ガバナーのご紹介を致します。1991 年 7 月、東京小石川ＲＣにご

入会されました。1998～99 年度 東京小石川ロータリークラブ幹事、

2005～06年度、東京小石川ロータリークラブ会長をされております。 

   2016～17 年度、ガバナー補佐をなされました。そして、その翌年、2017

～18 年度、地区拡大増強委員、ガバナーデジグネートという事で、本日

に至り、2020～2021 年度、第 2580 地区ガバナーでいらっしゃいます。

どうぞよろしくお願い致します。 

  ・野生司義光ガバナー 
   皆様こんにちは。本日はどうぞよろしくお願い致します。簡単に自己紹 

 介をさせて頂きます。 

   私は 1991 年に東京小石川ＲＣに入会致しました。私の父も東京小石川

ＲＣのチャーターメンバーで有ります。小石川ＲＣは、東京北ＲＣから

5 人の仲間が出まして設立したクラブでございます。初代の会長が講談社の野間さん、そして、初代の

幹事を私の父が務めておりました。そして、私と私の家内も東京北ローターアクトクラブのメンバーで

ございました。家内の父親も東京北ＲＣのメンバーでございましたので、そういう意味では、ロータリ

ー一家でございます。 



   

 本日はガバナーとして、今年の 1 月にサンディエゴで行われました国際協議会に行って参りました。そ

の報告をするために今日参りました。その前に私の仕事の話を少しさせて下さい。 

宜しくお願い致します。 

 

国際協議会報告と 2020-21 年度活動方針 
国際ロータリー第 2580地区    

2020-21ガバナー 野生司義光 

■2020-21年度ロータリーテーマ 

「ロータリーは機会の扉を開く」 

2020-21年度 国際ロータリー会長のホルガー・クナーク氏は、 

2020-21年度テーマを「ロータリーは機会の扉を開く」と発表し 

ました。 

“ロータリーとは、クラブに入会するというだけでなく、「無限の 

 機会への招待」である。 

私たちのあらゆる活動が、どこかで、誰かのために機会の扉を開 

いています。奉仕の行いは、その大小にかかわらず、助けを必要 

とする人たちのために機会を生みだすものである。奉仕プロジェ 

クトを通じて会員自身や受益者の人生をより豊かにするための道 

を開くのがロータリーである。“と力説されました。 

このマークは誇りのシンボル歯車のロータリーゴールド、ローターアクターを示すクランベリーレッド、

ロータリアンのロイヤルブルーで構成されています。 

私たちもこのテーマをもってこの 1年活動していきましょう。 

例年、地区テーマを掲げますが、私は、 「ロータリーは機会の扉を開く」をそのまま地区のテーマとし、

活動していきたいと思います。 

■ビジョン声明 

「私たちは、世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、人々が手

を取り合って行動する世界を目指しています。」というビジョン声明と 

・より大きなインパクトをもたらす  

・参加者の基盤を広げる  

・参加者の積極的なかかわりを促す 

・適応力を高める  

という 4つの行動計画を再認識し、ビジョン実現に取り組んでいきましょう。 

■2020-21年度地区活動方針 

1.会員増強 

会員数の減少を止めることはわが地区の大きな課題ですが、実態はつかめているでしょうか？日本のな

かで、わが地区は人口 1 万人当たりロータリアンの人数が最低、という事実をご存知でしょうか？なぜ、

会員増強なのでしょうか？会員が増えることで、達成できる目標があります。まずは、自分たちのクラ

ブの実態を把握し、分析することが必要です。そして、そのためには、会員のデータを整備し、各人が

My Rotaryに登録することで、簡単にクラブの状況が見えるようになります。皆様にも、ぜひとも登録

をおねがいしたい。まずは、ロータリーのページにアクセスするという行動をとっていただきたい、と

考えています。 

2.公共イメージの向上 

そのうえで、公共イメージ向上に取り組み、広く、会員でない方に「ロータリー」を認知してもらうこ

とが仲間を増やすことにつながると考えています。公共イメージ向上は、地域とつながることであり、

すでに各クラブでは社会奉仕活動として、地域のお祭りに参加したり、バザーを開催したり、青少年の

活動を応援しているところも多いと思います。新聞やテレビ、自治体の広報に載せてもらう、露出し、

認知してもらうようにしていきましょう。また、そのためにも、ロータリーのロゴやカラーなどブラン

ドリソースを大いに活用しましょう。 

3.ロータリーデーの開催 

すでに、各クラブで祭りやバザーなどに参加していることでしょう。さらに、分区ごとでロータリーデ

ーが開催できれば、より大きなインパクトにつながることでしょう。閉鎖的な「仲良しクラブ」ではな

く、行動するクラブに変わっていきましょう。 

■行動計画 

1.分区別クラブ活性化セミナーの開催 

   分区別クラブ活性化セミナーはガバナー補佐の方々を中心に分区別会長幹事会時に行って下さい。 

 



公共イメージの向上、会員増強、ロータリーデーへとつなげるようにしていきたいと考えています。 

2.会員データの整備と My Rotaryの登録推進 

2020年 5月末までに登録していきましょう。 

3.奉仕活動情報交換研究会の開催 

 また、今年度新たに奉仕プロジェクトグループを設けました。すでに RIでは奉仕委員会を奉仕プロジェ

クトグループに統合させ、一体で運営するようになってきています。第 2580 地区でも今回、社会奉仕、

国際奉仕、青少年奉仕の 3委員会合同での奉仕活動情報交換研究会を発足させ、情報共有を図ることと

しています。 

日本のロータリーが 100周年を迎える今年、一緒に機会の扉を開いていきましょう。 

９．閉会の辞   東京麹町ＲＣ     須藤 仁会長 

                                                  

１０/５お客様  なし   

                                                    

 

【にこにこボックス】             本日の合計 68,000円（29件） 累計 1,190,000円（375件）

河合有里子君：本人誕生日。本日の合同例会楽しみ

にしております。 

熊川 貴昭君：結婚記念日。10/9 で結婚 15 年目と

なります。野生司ガバナー、本日は

有難う御座居ます。 

大竹 章裕君：本日は野生司ガバナー、谷一地区幹

事、ご来訪有難うございます。又、

訪問の調整、段取りに西岡ガバナー

補佐、谷井分区幹事の助力を頂き感

謝申し上げます。 

坂田 生子君：野生司ガバナー、谷一地区幹事、よ

うこそお出で下さいました。貴重な

お時間を有難うございます。麹町の

皆様、設営有難うございます。幸せ

な時間になりますように!! 

三村智恵子君：本日は麹町ＲＣとの合同例会です。

野生司ガバナーのお話はコロナ禍も

有り、直接伺う機会も有りませんで

したので、とても楽しみです。 

大西太一郎君：野生司ガバナー、地区役員の皆様、

麹町ＲＣの皆様、本日の例会宜しく

お願い致します。 

森田 建二君：野生司ガバナー、谷一地区幹事、地

区役員の方々、本日は宜しくお願い

致します。 

渡邊 俊一君：野生司ガバナー、本日はお越し頂き

有難うございます。宜しくお願い致

します。 

石川ヒロ子君：野生司ガバナー、はじめまして。本

日は宜しくお願い致します。 

西脇  修君：野生司ガバナー及び地区の役員の皆

様、ご苦労様です。 

 

渡邉 藍子君：野生司ガバナー、お話、大変楽しみ

にしております。 

今井 宗陽君：野生司義光ガバナー、本日訪問有難

う御座います。 

守重 知量君：本日は野生司ガバナー、宜しくお願

い申し上げます。 

林  裕人君：野生司ガバナーのお話、楽しみにし

ております。 

日高 正人君：野生司ガバナー、本日は宜しくお願

い致します。 

中島  聡君：野生司ガバナー、本日は宜しくお願

い致します。 

齊藤  学君：ガバナー訪問、楽しみにしておりま

す！ 

金丸 精孝君：ガバナー訪問を楽しみにしていまし

た。 

茨田 浩之君：野生司義光ガバナー、ようこそ。 

山口 妙子君：ガバナー訪問、とても楽しみです。 

深尾 一郎君：ガバナー、ようこそ。 

手島 京子君：本日は麹町ＲＣとの合同例会で、ガ

バナー公式訪問、とても楽しみにし

ております。 

大島  幹君：合同のイベント楽しみにしておりま

す。 

佐藤 香織君：合同例会宜しくお願い致します。 

小島 清治君：合同例会、楽しみです。 

江藤 昭子君：昨日は日曜日にも関わらず、誕生会

に参加頂き、有難うございました。

100歳目指して頑張ります。 

 



 

浅見  亨君：寸志。 

石川 隼一君：寸志。 

黒田 善孝君：寸志。 

 

（10/1分） 

三村智恵子君：だいぶ涼しくなりましたね!!新村さ

ん、卓話楽しみです。 

西脇  修君：新村さん、お話楽しみにしておりま

す。 

 

【米山財団寄付】 

岡垣 栄治君：野生司ガバナー、本日は宜しくお願

い致します。 

松島  寛君：合同例会、楽しみです！ 

今井 千晶君：寸志。 


