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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 

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

４月１日 第２４回例会（通算１２８８回）  会場：舞の間 

１．出席者 会員   ４４名 

      ビジター  ２名 

  司会        江藤昭子会員 

２．開会の辞・点鐘   大竹章裕会長 

３．四つのテスト    垣見裕司職業奉仕副委員長 

  職業奉仕 3分間スピーチです 

皆様 国連が定めた SDGsの 17の目標と ESGあるはい ESG経営とい 

う言葉を聞いたことがありますか? 

私は東京都のガソリンスタンド業者で作る石油商業組合で副理事長

をしておりますが、組合員である SS 経営者の SDGs に対する認識は、

残念ながら、「国連の環境団体が、また化石燃料を扱う俺たちを悪

者にしている」という程度でした。 

でも SDGsは必ずしも環境問題だけを言っているのではありません。 

貧困を泣くそう。3 すべての人に健康と福祉を。4 質の高い教育を皆に、

8 働きがいも経済成長もなどがあり、8 は販売側の「つくる責任」と同時にお客様側の「つかう責任」もし

っかり書かれているのです。 

  これを組合員に説得、去る 3 月 23 日開かれた最高意思決定機関である理事会で全国の 47 都道府県組合に

先駆け、東京都石油商業組合として「SDGsと ESGに積極的に取り組む」という宣言が採択されました。 

実はこれも立派な職業奉仕なのです。手続き要覧で職業奉仕の説明の一つに、「専門職務の道徳的水準を

高める」とありますのでこれを実践した訳です。 

その一方東京都の小池都知事は 2030 年ガソリン新車の販売禁止を発表しました。私は菅総理の 2050 年カ

ーボンニュートラルには、まあ賛成するものの小池都知事の耳に優しい自分ファーストというか、パフォ

ーマンス先行の発言には違和感を覚えます。 

何故なら、2020 年の発電構成は 80%弱が化石燃料なのですよ。天然ガスや石油や石炭等の化石燃料で作っ

た電気で EVを走らせてもカーボンフリーは実現しません。 

実は水素もまたそうです。家庭用燃料電池も都市ガスや LP ガスから水素を作っている。燃料電池車の水素

もまた化石燃料から作るグレー水素なのです。 

  そして太陽光発電の電気で水を電気分解してつくる水素は超高額ですが、福島で作る CO2 フリー水素のコ

ストは公開されていません。 

                                                                   

 ４/１５ 第２６回例会  麗の間        ４/２２ 第２７回例会予告   麗の間 

      「イニシエーションスピーチ」                 「日本における外国人技能実習生の現状」      

   宇田川燿平・井上麻矢                   中村俊輔会員 

   佐々木裕子・髙橋裕樹 各会員 

垣見裕司職業奉仕副委員長 



 

 

EV や FCV。そして水素社会の実現でカーボンフリーになるかを 4 つのテストで確かめると、真実がどうか

× みんなに公平化か×好意と友情を深めるか? みんなのためになるかどうか?でしょうか。 

皆様も耳に優しい環境スローガンは、本当に正しいのか。コストと安定供給性も含めて考えて頂ければ幸

いです。 

４．ビジター紹介    中瀬賀暁会員     

５．会長挨拶      大竹章裕会長 

  四月一日となりました。櫻が散りはしないかと雨風に気をもむ季節となりました。 

さて本日の卓話は定款細則フォーラム第２回目となります。 

私たちのルールを語るにあたり私から提案があります。今回は間に合いませんが、これから標準定款第５

条のロータリーの目的の言葉をもっと私たち日本人がわかる言葉に変えていきませんか？ 

定款にはなぜ私たちがロータリーに入り、集うのかが書いてあります。しかし漢字が多く私には理解はで

きても、心にすっと入ってきません。 

「ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある」 

数年前まではもっとわかりづらいものでした。 

「ロータリーの綱領は、有益な事業の基礎として奉仕の理想を鼓吹し、これを育成する」 

漢字の熟語というのは短く意味を直ちに伝えられるので大変便利です。また組織を統御する際には何やら

強制力が働きます。 

「全員整列！甲板清掃開始」これを大和言葉だけでやろうとしますと「皆の者、そこに居並びて船端を掃

き清めよ」 これでは祝詞のようで何やら弱いですね。しかし漢字の熟語はあくまで古代中国語の音～要

するに外国語ですからその音は私たち日本人のもつ意味に直結しません。「頭痛が痛い」「いにしえの古

文書」のような間違いが起きます。先日はアナウンサーが「詳細を詳しく教えてください」と言っていま

した。「期待のホープ」といった長島さんを笑うことはできないのです。 

私はロータリーの目的を自分なりにこう読み替えています。 

「ロータリーとは、私たちのもつ人を思いやり、人のためになりたいという気持ちに火をつけ、その火を

炎へ育てる場である」 

どうでしょうか？ロータリーに触れたことのない人にもこれなら伝わるのではないでしょうか。言葉が変

われば私たちの行動も変わります、今度定款が改正されればオンライン例会が正式例会と認められます。

私たちのルールです、気持ちを込めて変えましょう。 

今週も皆さんがしあわせでありますように。ビーハッピー！ 

６． 幹事報告               坂田生子幹事 

  ①週報、ロータリーの友 2 冊（3、4 月）ガバナー月信 2 部（3、4 月）千代田区人権標語コンテストクリア

ファイル、バギオたより２部、配布致しました。 

②次週（4/8）は地区大会のため、休会となります。 

   今年の地区大会は、参加人数制限があるため、登録者以外の方は、ユーチューブにてご覧頂けます。後

ほど、事務局よりご案内をメールにてお送り致しますのでお時間が有る方は、ぜひ、ご覧ください。 

③次年度お誕生日祝い品につきまして、７月生まれの方は、すでにメールにてご案内しておりますが、お 

写真をお取りになるか、ご郵送願います。 

④本日、例会終了後、第１０回定例理事会を開催致します。役員・理事の方はご出席願います。 

⑤東京紀尾井町ＲＣのホームページが本日（4/1）よりリニューアルオープン致しますので、ぜひご覧下さ 

い。このホームページは見て入会したくなるということをコンセプトに作りました。又、皆様の活動報 

告も随時こちらに掲載していきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

  ⑥地区委員の皆様は活動の報告を事務局の方にお知らせ頂きたくよろしくお願い致します。 

７．委員会報告 

  １．親睦活動委員会       浅見 亨委員長 

    皆様こんにちは。5月 15，16日に予定しておりました１泊の親睦旅行を 5月 15日（土）に日帰り旅

行と変更致します事を検討しています。今後、世の中の状況を鑑みまして判断してまいりたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  ２．同好会のご案内と報告    海を愛する会    堀内雅史会員 

    皆様、こんにちは。海を愛する同好会からの活動報告と会員募集のお知らせです。 

現在、深尾さんが代表、谷井さんが幹事、副幹事を堀内が務めさせていただいております。 

今日はお休みの谷井さんの代わりに私、堀内が同好会報告をさせていただきます。 

元々はヨット同好会としてヨット乗りの深尾さんと谷井さんを中心に活動して参りました。 



 

昨年、ヨットマンの深尾さんと谷井さん、故人であるボート乗りの今井宗陽さんと現会長の大竹さん

と堀内が相談してヨットとボートを統合して海が大好きなメンバーが一緒になり、ヨット同好会が海

を愛する同好会に進化しました。 

そこで、今回、海を愛する同好会第一回目のイベントの開催を企画しました。 

今回は来る 4月 25日、日曜日に馬渕会員とご家族のご好意で、横浜金沢八景の馬渕会員のご自宅の前

の海で潮干狩りをし、ご自宅お庭でバーベキューを開催いたします。 

馬淵さんにはお世話になりありがとうございます。 

同好会最初のこのイベントには大竹会長が参加してくださり、坂田幹事も参加に向け調整いただいて

おります。お互い距離を保ち、接触せず、野外での活動であり、食事の時も感染症対策には万全を期

して行います。 

今回は会員ご自宅での開催と感染症対策で少人数での開催という事でクラブの皆様を広くお招き出来

ず同好会メンバーで行います。 

現在、海を愛する同好会は、代表が深尾さんで、谷井さんがヨットにて参加、堀内がボートにて参加 

池尾さん、大竹さん、奥寺さん、久保田さん、佐伯さん、坂田さん、高橋ゆきさん、中村ひろみさん、

馬渕さんの 12名です。なんと半数が女性ですね！ 

ヨットやボートで海に出てクルージングを楽しみ、静かな入江で泳いだり船上パーティをするだけで

はなく、深尾さんを筆頭に美しい海でダイビングしたり車で海沿いをドライブしたり、気楽なイベン

トを開催いたします。 

初島エクシブでのクルージング&宿泊イベントや船で熱海の花火大会、三浦半島と房総半島の漁港に美

味しいお魚を食べに行く会なども企画いたします。 

以前ある質問を受けた事がありました。「船に乗ったら、海で泳ぐのなら皆が水着を着るのです

か？」という問い合わせです。それは完全にそれぞれの自由です。  

女性でも水着で泳いで船の上で日光浴する方もいますし、長袖を着て幅広の帽子を被り日焼け対策を

する方もいます。男性も同様、ずっと水着の方もいますし長袖着ている方もいます。その点はご心配

いりません。 

海が好きな方、興味おありの方ぜひ、海を愛する同好会にお入り下さい。今日この場でなくとも随時

募集中です。幹事の谷井さん、副幹事の堀内までお問い合わせください。お時間いただきありがとう

ございました。 

８．ニコニコボックス発表      小泉 始会員 

９．卓話    クラブフォーラム「定款・細則改正について」      定款・細則委員会 

  皆様こんにちは。本日は、第２回目のクラブフォーラムを開催致し、前回ご質問頂きました事の概要の説 

明を致します。どうぞよろしくお願い致します。（配布資料参照） 

又、その他にご質問、ご意見等が有りましたら何なりとお申し付け頂きたくよろしくお願い致します。 

10．閉会の辞   大竹章裕会長 

                                                  

４/１お客様   Coya Hayashi様（林 淑慈）（上海虹橋ＲＣ） 山﨑 克維様（東京北ＲＣ） 

                                                    

 

【にこにこボックス】             本日の合計 116,000円（27件） 累計 2,225,000円（705件）

三村智恵子君：本人誕生日。３月は仕事があまりに

忙しくてあっという間に通り過ぎ、

お誕生日も桜も忘れていました。そ

れにしてもコロナの終息はいつにな

るのでしょうか？ 

深尾 一郎君：本人誕生日。結婚記念日。コロナ休

会で誕生日（2/11）と結婚記念日

（3/3）のニコニコが出来なかった

ので。 

垣見 裕司君：本人誕生日。2/4 の本人誕生日忘れ

ていました。いっそのこと年を取る

のも忘れたいですね。 

小泉  始君：本人誕生日。久しぶりのリアル例会、

楽しみです。3 月に 43 歳になりま

した。 

金井 繁晴君：妻誕生日。結婚記念日。2 月 22 日

結婚記念日。4月 8日妻誕生日。 

大竹 章裕君：櫻もはや酣。皆様に良い春が訪れま

すように。 

坂田 生子君：今日はフォーラムよろしくお願いし

ます。良いクラブ作りになると思い

ます。今日から紀尾井町ＲＣホーム

ページがリニューアルオープンです。 

 



熊川 貴昭君：新しい会社を設立致しました。紀尾

井町ＲＣの方々に助けて頂きました。

世の中に貢献することで恩返し致し

ます。 

黒田 善孝君：金丸さん、渡邊さん、橋本さんのお

話とても楽しみです。紀尾井町の基

礎作りですネ。 

宗田 裕司君：フォーラム第 2 回 金丸さん、渡邊

さん、橋本さん、宜しくお願い致します。 

渡邊 俊一君：金丸先生、橋本先生、本日のクラブ

フォーラムよろしくお願いします。 

手島 京子君：新型コロナウィルスの感染が又拡大

しています。皆様充分気を付けまし

ょう！ 

石川ヒロ子君：あっという間に 4 月ですね。お元気

で過ごしましょう。 

 

 

 

橋本 吉弘君：本日も、卓話もどうぞよろしくお願

い致します。 

西脇  修君：細則委員会も皆様ご苦労様です。 

江副  碧君：久しぶりの例会で嬉しいです。 

山口 妙子君：リアル例会は楽しいですね！ 

中村 俊輔君：今日も一日頑張ります。 

守重 知量君：その他。 

浅見  亨君：寸志。 

茨田 浩之君：寸志。 

井上 行央君：寸志。 

金田 康男君：寸志。 

久保田優子君：寸志。 

中瀬 賀暁君：寸志。 

佐伯美穂英君：寸志。 

渡邉 藍子君：寸志。 

【米山財団寄付】 

前原 秀一君：先月 3/29 地区の米山奨学生期間終

了式が行われ、当クラブのカクさん

も期間終了となりました。4 月から

は新しい奨学生が来ますので、今後

ともご支援をよろしくお願いします。 

堀内 雅史君：海を愛する同好会の活動報告と募集

をさせて頂きます。よろしくお願い

します。 

金丸 精孝君：寸志。 

松島  寛君：寸志。 

 

 

 

 

４月８日 第２５回例会（通算１２８９回） 地区大会に振替 

 2020-2021 年度地区大会 ４月７・８日 ホテルニューオータニ 

４月８日 12：00 本会議 

     

  記念講演  東京都知事 小池百合子氏 

 

 

 

 

 

 

                         

ガバナー補佐及びクラブ紹介 


