
 

 

2018 年 7 月 25 日 【第 1106 回】 

7月 25日の卓話 7月 18日の出席率 8月 1日の卓話 

 

「クラブ奉仕部門フォーラム」 

総合担当： 

クラブ奉仕委員長 佐藤正樹様 

会員在籍者数       37名 

会員出席者数       23名 

会員欠席者数    14名 

本日の出席率     63.89％ 

前々回訂正出席率 86.49％ 

「ＲＹＬＡ（ライラ）について」 

国際ロータリー第 2580地区 

ＲＹＬＡ委員会委員 

渡邊昌裕様 

（東京荒川ＲＣ） 

   ≪第 1105 回例会報告 2018 年 7 月 18 日≫ 

                  司会：舛本俊輔 SAA委員 

■点鐘：本多会長 

■ロータリーソング斉唱「それでこそロータリー」 

：ソングリーダー榎本委員 

■「四つのテスト」斉唱（歌） 

■「ロータリーの目的」 

東京臨海 RCVer.唱和：佐藤(正)副会長 

■来賓紹介：本多会長  

ガバナー補佐 鈴木隆雄様（東京江東 RC） 

分区幹事   大澤秀利様（東京江東 RC） 

東分区ＩＭ実行委員会渉外部会 委員（東京江北 RC） 

影山幸一郎様・ 高橋史郎様 

  
■ビジター紹介：篠塚慎之介会員 

 本日は、いらっしゃいませんでした。 

■ご挨拶                                   

◇ガバナー補佐 鈴木隆雄様 

 本日は二つの目的があって参りました。 

・ＩＭのキャラバンの一員として東京江北 RCさんと 

 一緒に伺いました。 

・今年のガバナー公式訪問時にクラブ方針と計画書を

読み上げるのではなくクラブのその時の状況を説明

してほしいとの松坂ガバナー意向を受けディスカッ

ションをして情報を取集したい。 

・今後は各クラブやＩＭや研修会でもディスカッショ

ンを多く取り入れやっていきたいと思っています。 

◇東分区ＩＭ実行委員会渉外部会 委員  

影山幸一郎様・高橋史郎様  

・鈴木ガバナー補佐に随行して本年度のＩＭのご案内 

 に参りました。ＩＭのリーフレットを配布していま 

す。 

・日程 10月 25日（木） 13：30登録開始 

 場所 東武ホテルレバント東京 

 当日は基調講演で 3名のガバナー補佐よりご講演を 

 いただきます。また、3つのテーマで 10名までのグ 

ループディスカッションを行います。 

・リーフレットにＩＭにディスカッションを取り入れ 

ますという一文がありますのでご一読ください。 

・第 2部は懇親会を行いますのでご参加をお願いしま 

 す。 

・リーフレットにＩＭ本会議と懇親会の参加申込書を

挟んであります。またディスカッションのテーマを

6 つ用意しています。参加希望のテーマに優先順位

の番号を記入下さい。申込締切は 9月 10日です。 

■会長報告：本多会長 

・本日は、ガバナー補佐 鈴木隆雄様・分区幹事 大

澤秀利様にお越し頂き、例会報告終了後 1：05より、

第 1回クラブ研修会を開催致します。 

・西日本を中心に発生した集中豪雨で、甚大な被害が

出ております。松坂ガバナーより、支援金を募り、

被災地へ届けたいと要請が届きましたので、会員皆

様へ募金箱を回します。ご協力宜しくお願い致しま

す。尚、被災地区への送金金額や時期は、被災地区

からの要請に基づいて慎重に判断して行い、後日、
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各クラブに報告を下さるそうです。 

■幹事報告：佐藤大輔幹事 

・今年度東分区インターシティ・ミーティングは、10

月 25日(木)に開催されます。リーフレットと申込書

を会員の皆様のメールボックスに配布しましたので、

申込書に記載し臨海 RC事務局宛、提出して下さい。 

・第 17回ロータリー全国囲碁大会が、10月 6日（土）

日本棋院本院にて開催されます、詳細は掲示しまし

たので、興味のある方はご覧ください。 

 
■委員会報告 

・クラブ奉仕委員会(佐藤正樹委員長) 

クラブ奉仕部門フォーラムを次週 7月 25日例会後に

開催致します。会員皆様の出席をお願い致します。 

■出席状況報告：榎本会員⇒詳細 1頁バナー下に掲載。 

  

   
■ニコニコ BOX報告：飯塚会員 

(ご意向)本日は宜しくお願い致します。：鈴木隆雄ガバ

ナー補佐、大澤秀利分区幹事 

(ご意向)本日は、ＩＭのご案内に参りました。どうぞ

よろしくお願い致します。：影山幸一郎様・高橋史郎

様（東京江北ＲＣ 東分区ＩＭ実行委員会） 

(ご意向)鈴木隆雄ガバナー補佐、大澤秀利分区幹事、

ＩＭ実行委員会の影山幸一郎様、高橋史郎様、本日

はようこそおいで下さいました。第 1 回クラブ研修

会、宜しくお願い致します。：本多会長、佐藤正樹副

会長、佐藤大輔幹事、井上会員、篠塚慎之介会員、

飯塚会員、酒井会員、佐久間裕章会員、杉浦会員、

西野会員、須藤会員、田村会員、栗山会員、山田会

員、入澤会員、中村会員、大澤会員、笹本会員 

【20件 65,000円  累計 250,001円】 

■卓話 本日卓話はありません。休憩を挟んで 1 時 5

分より第 1回クラブ研修会を開催致します。 

■点鐘・閉会：本多会長 

 

■第 1回クラブ研修会報告（2018年 7月 18日） 
・鈴木ガバナー補佐 

 今日のクラブ研修会は各クラブが何を考えているの 

 かというのを表現してほしい。 

・実績書や計画書は何となく委員長が自分の考えで作 

っているところがあるので、それよりはクラブの全 

員がどう考えているのか発言してほしい。 

・当たり前の意見でなくメンバーの今の意見を出し合 

ってほしい。 

・50分のディスカッションを 2回 

 テーマは  

① クラブの将来像と組織（5年後） 

② クラブの奉仕活動 

③ クラブの増強方法 
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・鈴木ガバナー補佐 

  皆様の発言が講評になると思います。 

 今後の活動の方向についていろいろな意見が出たと 

 思います。  

  今期だけではなく、こういう機会が見つけられる

ことで何か変わっていくことができると思う。 

 

 

 

 

 

・順次原稿が届き次第 皆様の 25周年への思い・思い

出などを掲載していきます！ 

 

・今回は、佐藤正樹副会長の原稿です。 

 

「創立 25周年を迎えて」 

 いつも皆様には大変お世話になっております。 

私は、ロータリークラブに入会させて頂き 10年目を迎

えております。 

私の 30歳代は、いつもロータリークラブとともにあ

った気がします。振り返りますと、多くの出会い・出

来事がありました。 

社業においては苦しみしかなかったですが、ロータ

リークラブの諸先輩方に叱咤激励して頂けたことで、

乗り越えてこられたのだと実感しております。お陰様

で現在では、社業も安定してきております。 

 今年度は、副会長及びクラブ奉仕委員長を仰せつか

っておりますので、本多会長をしっかりサポートし、

会員皆さまのお役に立てるよう真摯に行動して参りま

す。皆さま、今年度も宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

・2018-2019年度 

国際ロータリー第 2580地区 東分区 

インターシティ・ミーティング（ＩＭ） 

当クラブ所属のパスト会長である斉藤実氏が、この度

ガバナー補佐（ミーティングリーダー）に就任されま

した。 

→インターシティ・ミーティング（ＩＭ）って

何だろう！？ 
 都市連合会の略称 近隣都市数クラブが集まって開

かれるロータリーの会合。討論の主な内容は、４大奉

仕部門をカバーしつつ、ロータリーの特徴やプログラ

ムなどを検討する。クラブ会員､全員参加のこの会合の

目的は、会員相互の親睦と知識を広めることであって、

さらに、会員にロータリー情報を伝え、奉仕の理想を

勉強するために開催される。決議や決定はない。ＩＭ

への出席はメークアップとなる。(用語便覧 2008) 

 グループ、分区単位で、ガバナー補佐が主催して開

かれることが多い。テーマはロータリーのこと、そし

て一般社会のことで、そのときに話題になっているこ

と、考えなければならない問題点など、多岐にわたり

ます。形式も講演、フォーラムなどいろいろあります。 

 この会合では、知識を広め深めるとともに、グルー

プ、分区内の会員の親睦も重要な目的ですから、懇親

会も併せて開催されます。(ロータリーの友) 

 このようになっていますが、今年のＩＭはディスカ

ッションを取り入れていくとしていますので、様々な

形づくりとして盛り上がっていきそうです。ディスカ

ッションのテーマは「クラブの親睦活動」「ロータリー  

の楽しみ方」「私の奉仕活動」「私の職業奉仕」「これか

らのロータリー」「ロータリーに望むこと」となってい

ます。 

 

→ガバナー補佐って何だろう！？ 
クラブと地区を結びつける大切な存在となるのが、

ガバナー補佐。ガバナー補佐とクラブリーダーが効果

的に協力すれば、ロータリーがさらに強くなります。 

 

ガバナー補佐の役割 

 

・担当クラブを定期的に訪問する。 

・会員の声を聞き、情報やアドバイス、参考資料を紹

介する。 

・クラブの現状をガバナーに報告する。 

・ガバナー公式訪問に向けたクラブの準備を手伝う。 

・クラブ目標の達成状況を随時確認する。会員増強、

奉仕活動、財団への寄付などの分野で、クラブが目

標に向けて順調に活動していく。 

 

→東分区って何だろう！？ 
東京都の東側 15クラブで形成されています。是非

メークアップや、興味をもって訪問してみてはいかが

でしょうか。 

 

月曜日 

東京江戸川 RCタワーホール船堀 12:30 

東京城東 RC東武ホテルレバント東京 12:30 

火曜日 

東京江東 RCホテルイースト 21東京 12:30 

東京葛飾 RC上野精養軒 12:30 

東京東江戸川 RCタワーホール船堀 12:30 

東京足立RC浅草ビューホテル 12:30(第4例会18:00) 

東京臨海東 RC東武ホテルレバント東京 12:30 

東京葛飾中央 RC川甚 12:30 

水曜日 

東京葛飾東 RC須田第 1・第 3・第 5 18:30 

東京臨海 RC東武ホテルレバント東京 12:30 

木曜日 

東京江北 RC上野精養軒 12:30 

東京向島 RC東武ホテルレバント東京 12:30 

東京ベイ RCロイヤルパークホテル 12:30 

東京江戸川中央 RCアンフェリシオン 12:30 

金曜日 

東京東 RCホテルニューオータニ 12:30 

新コーナー 

東京臨海ロータリークラブ 25周年への思い 

 

ロータリーをもっと知ろう 

https://sites.google.com/site/rotary100jiten/yougo-shuu/na-kudari/ma/mekuappu
https://sites.google.com/site/rotary100jiten/yougo-shuu/na-kudari/ma/mekuappu

