
 

 

2020 年 2 月 26 日 【第 1170 回】 

2月 26日の卓話 

「社員と組織を進化させる 

コミュニケーションの【力】」 

㈱Ａｉ･フィールド 代表取締役 

㈱ループス･ネット 取締役 

須賀 えり子様 
 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月 19日の出席率 3月 3日（火）の卓話 

 
東京臨海・東京臨海東・東京臨海西合同例会 

東京臨海東 RC 創立 24 周年記念例会 

「ﾌﾛｰﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ・PUKAPUKA の 
普及活動について」 

(一社)子供の未来理事長 寺田陽次郎様 

会員在籍者数       43名 

会員出席者数       31名 

会員欠席者数    12名 

本日の出席率     73.81％ 

 
 

≪第 1169 回 例会報告 2020 年 2 月 19 日≫ 

司会：小松会員 

 

 
■点鐘：佐藤正樹会長 

 
■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 入澤会員 

■「四つのテスト」斉唱（歌） 

■「ロータリーの目的」 

東京臨海 RCVer.唱和：髙橋副会長 

 
■来賓・ゲストスピーカー紹介：佐藤正樹会長 

 

ゲストスピーカー 嶋村 文男様 

 

■ご挨拶 

ガバナーノミニー 若林英博様（東京麹町ＲＣ） 

沖縄は大変お疲れ様でした。本日は、私の年度の 

地区幹事団に杉浦会員に入っていただきたいという 

ことでお願いに参りました。来年の７月からスター 

トを致しますが、実質は今月末からスタートするこ 

とになります。ですので、杉浦会員の力を借りたい 

と思っております。いろいろな方から、これからの 

２５８０地区を背負って立つ、能力のある人物だと 

いうことを聞きまして、私も直接例会などでお会い 

して、是非にと思っております。本日、何卒、宜し 

くお願い致します。 

 

 
■ビジター紹介：地引会員・鈴木会員 
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髙橋榮治様（東京武蔵野中央ＲＣ） 

笠倉 勉様（しもだて紫水ＲＣ）  

若林英博様（東京麹町ＲＣ） 

岡村利之様（東京東江戸川ＲＣ） 

高田 修様（東京世田谷ＲＣ） 

仁平範昭様（東京小石川ＲＣ） 

神山芳子様（茨城下館ＲＣ） 

 

■会長報告：佐藤正樹会長 

・「広報えどがわ」（2020 年 2 月 12 日発行）に、鈴木

孝行会員が、区内の幼稚園、保育施設、小中学校な

どの新型コロナウィルス対策のために、マスクや消

毒液などを購入してほしいと多額の寄付をされたこ

とが掲載されてます。 

・新本ガバナー・地区大会ホストクラブより、地区大

会開催のお礼状を拝受いたしました。 

・今年の地区大会にて、当クラブは、2018-19 年度 3

つの業績に対して表彰を受けました。 

①ロータリー財団寄付・「Every Rotarian, Every 

Year」クラブ 

正会員全員（年度途中の入退会者は除く）が年次基

金に少なくとも 25ドルの寄付をして、一人当たりの

年次基金平均寄付額が 100ドルに達しているクラブ 

②ロータリー財団寄付・100％ロータリー財団寄付ク

ラブ 

正会員全員（年度途中の入退会者は除く）が寄付分

類にかかわらず少なくとも 25ドルの寄付をして、一

人当たりの年次基金平均寄付額が 100 ドルに達して

いるクラブ 

③米山寄付・創立記念特別寄付 

 

 
・井上晴貴会員より前回の例会にてクラブ基金にご寄

付を頂きました。クラブ基金功労者感謝状を贈呈い

たします。 

・田村浩康会員に、マルチプル・ポール・ハリス・フ

ェロー（ＭＰＨＦ）ピン（第 1 回）が届きましたの

で贈呈いたします。 

・笹本寛治会員に、ポール・ハリス・フェロー（ＰＨ

Ｆ）の認証状とピンが届きましたので贈呈いたしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■幹事報告：杉浦幹事 

・2 月の理事役員会報告は、2 月 17 日に会員皆様へメ

ール送信いたしました。 

・3 月 3 日（火）合同例会の出席の有無は、本日まで

にご連絡くださるようお願いいたします。 

・江戸川 river クリーンフェスタ（仮称）は、5 月 24

日（日）8時から 12時、江戸川区河川敷で開催され

ます。江戸川区花火大会後の清掃活動。出席表を受

付に置きますので、予定が分かりましたら出席表に

記載をお願いします。 

 

 
■出席状況報告：村社委員 

⇒詳細 1頁バナー下に掲載。 

■ニコニコ BOX報告：白幡委員 

(ご意向)ガバナーノミニーの若林です。この度、臨海

ＲＣのお力をお借りしに参りました。どうぞご協力

宜しくお願い致します。：若林英博様（東京麹町ＲＣ） 

(ご意向)いつもお世話になっております。本日は、卓

話をさせていただきます。：嶋村文男様（東京東江戸

川ＲＣ） 

(ご意向)東京臨海ＲＣの皆様、いつも大変お世話にな

っております。本日は未来のガバナーの卓話を拝聴

しに参りました。宜しくお願い致します。：岡村利之

様（東京東江戸川ＲＣ） 

(ご意向)嶋村先輩、髙橋先輩、これからも宜しくお願

い致します。：仁平範昭様（東京小石川ＲＣ） 

(ご意向)嶋村様、本日の卓話、宜しくお願い致します。 

：佐藤正樹会長、杉浦幹事、井上会員、村社会員、 

須藤会員、今井会員、坂本康朋会員、勝間田会員、

入澤会員、小松会員、佐藤大輔会員、山田会員、 

田中会員、柴田会員、小林会員、大澤会員、佐久間

栄一会員、地引会員、篠塚慎之介会員、笹本会員 

(ご意向)佐久間裕章会員、急なお願いありがとうござ
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いました。：田村会員 

(ご意向)鈴木さん、先日は、素敵なお花をありがとう

ございました。今後共、ご指導宜しくお願いします。 

 ：佐久間裕章会員 

(ご意向)先週は、沖縄での地区大会、ご苦労様でし

た。：斉藤会員 

(ご意向)先日は、妻の誕生日に綺麗なお花を頂きあり

がとうございました。：白幡会員 

(ご意向)先日は、沖縄親睦旅行、お疲れ様でした。ま

た、この度は、弊社のご利用有難うございました。 

：酒井会員 

(ご意向)こんにちは。本日も宜しくお願い致します。 

 ：太田会員 

(ご意向)鈴木様、大変お世話になりました。：伊藤会員 

 

 
 

 

 
■卓話  （紹介者：今井忠会員） 

 

 
「あなたはロータリアンですか？」 

国際ロータリー第 2580地区 

ガバナーノミニーデジグネート 嶋村 文男様 

（東京東江戸川ＲＣ） 

 

今日は少し緊張しておりますが、いつもお世話になっ

ております東京臨海ＲＣの皆様の前で楽しく卓話さ

せていただきます。宜しくお願い致します。また、

昨年１１月のパラボールは大変すばらしかったです。

ありがとうございました。後日江戸川区の方にお会

いさせていただきましたが、本当にすばらしい催し

が行われたということで、私自身も障碍者支援を担

当しているので大変うれしく思っております。次年

度も行うとうかがいましたので、頑張ってやってほ

しいなと思います。宜しくお願い致します。では、

あなたはロータリアンですか？ということですが、

私は今東分区のガバナー補佐を拝命しており、葛飾

３クラブの担当を致しております。本日は第二弾で

して、第一弾は、インフルエンサーになろうという

ものでした。ガバナー補佐の話を聞いていただいて、

何か一つでも皆さんのためになればいいなと思って

おります。私は５６歳になりますが、４２歳の時に

入会致しました。今年で１４年目です。もともと入

会後６年経って地区の米山奨学委員会に拝命致しま

して、そのあと同時並行でインドのポリオワクチン

投与に４回行っております。ですので米山をやりな

がらポリオもやったということになります。クラブ

の中でインターとローターアクトがありますので、

青少年奉仕委員もやらせていただき、バランスよく

いろんなことをやらせていただけております。２０

１７－２０１８に会長をさせていただき、翌年２回

目の幹事を致しまして、昨年立ち上げた地区のＲＹ

ＬＡの委員長を務めまして、今年がガバナー補佐で、

２０２２－２０２３のガバナーを拝命致しました。

天命だと思って、一生懸命やりたいと思います。皆

さんの入会のきっかけはそれぞれあるかと思うので

すが、あなたはロータリアンということですが、い

かがでしょうか。入会当初からロータリアンという

方はおりません。ロータリアンは、我々クラブメン

バーが作り上げるものですので、ロータリーに入会

してから変わっていくものです。これが面白いとこ

ろだと思います。入会すると親睦が深まり、メンバ

ーと仲良くなり、例会出席が癖になります。そうな

ると、自分の出番が回ってきます。みんなに自分の

ことをわかってもらい始めると楽しくなります。そ

して、ロータリークラブの会員からロータリアンと

しての脱皮が始まります。そしてまた、地区に出て

活動する中でもいろいろとあります。自身で取りに

行けばなんでも与えてくれるのがロータリーです。

では、そんなロータリーを理解するのにはどうすれ

ばよいでしょうか。どんな団体でも、理念・目的を

持っています。ロータリーの理念は奉仕の理念を追

求する人づくりです。そして、最もよく奉仕するも

のは最もよく報われるというものです。目的は、意

義ある事業の基礎として奉仕の理想・理念を推奨し、

これを育むことにある。というものです。これを実

践することがロータリー活動です。つまり、ビジョ

ンがあり行動計画があるわけです。そして、ロータ

リーの中核的価値観、これは５つあります。親睦、

高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップです。これ

【31 件 71,000 円 今年度累計 1,443,000 円】 
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らを大事にすることにあり、リーダーシップという

ものが一番求められているのです。これがロータリ

ーの大きな目的です。次にビジョンがきます。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

する世界を目指します。というのがビジョンです。

そして、今後４年間、４つの優先事項というのがあ

ります。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。参加者の積極的な関わりを促す。

適応能力を高める。これらを行動で表すことが大切

なことになってきます。そんな中で、歴史的なとこ

ろをお伝え致しますと、鈴木一作パストガバナーに

私はお世話になっておりますが、曰く、ロータリー

の原点はガイガーデッカーによるロータリー観によ

るところが大きいと言っております。そのクラブ運

営の在り方や一般奉仕概念などが２８００地区のＨ

Ｐに出ております。当時、職業倫理訓というものが

出まして、レストラン業界の倫理訓を作ったのがガ

イガーデッカーでした。彼のロータリー観は、自分

自身を、偉業を、職種を、業種を、そして社会全体

を向上させると言っています。そして、究極の目的

は、世間から信頼尊敬されるような素晴らしい真の

ロータリアンを育てることと言っています。ロータ

リーは人を育てると私は思っております。育ててい

ただいたという感謝の気持ちがございます。ですの

で、クラブの目的もそこに通じます。会員一人一人

の向上、会員の事業の向上、そして、会員同業者の

向上、地域社会の向上の４つとしています。ロータ

リークラブに与えられた責任は、会員同士の事業経

営法を交換しあったり、向上心を喚起するようなプ

ログラムを作る、そして、奉仕の心を涵養せしめる、

更に、優れた社会的指導者に育てる、というものな

のです。そして、ロータリーが各業界にアンバサダ

ーを送り出しているという考え方もあります。です

のでロータリーの大きな特徴として、教育的な性格

があります。これは私も協調しているところでして、

ロータリアンとして、真のロータリアンを育てるこ

とがそのロータリークラブの責任だと痛感していま

す。そして、鈴木パストガバナーは、分かり易くロ

ータリーを伝えています。ロータリーは？と聞かれ

たら、ロータリアン同士の親睦を基盤に立派なロー

タリアンを育てながら、価値ある奉仕を通じて社会

に貢献する世界的な団体である。そしてロータリー

は人生を豊かにする。ロータリーに入会し、本来は

出会うことはないであろう立派な方々と友人になり、

彼らのロータリアンとしての職業観、人生観、仕事、

生き方そして人柄に触れながら、準備や手続きの心

配り、職員管理、自己管理、円満な人間関係などを

学ぶ中で、いつしか自分も価値ある立派な生き方、

ロータリー精神の涵養を育むことになり、正に人生

を豊かにするということになるのです。ガイガーデ

ッカーは、ロータリーは人間の内面の体質を改善す

ると言っています。繰り返しになりますが、人を育

てるのがロータリーということです。これは自分の

言葉ですが、各クラブは社会奉仕活動などをよくや

っているのですが、クラブ奉仕はもっと出来るので

はないかと感じています。これからこのクラブはど

うなるのかという委員会も作ってみるのもよいので

はないでしょうか。また、親睦の正しい意味を学ん

でいただきたい。ロータリーの目的は親睦ではあり

ません。フェローシップというのはフレンドシップ

ではなく、連帯感や絆、仲間意識という意味なので、

そこを高めることによって、それぞれの奉仕活動に

活かされるのです。ロータリーの親睦とは、ロータ

リーの志を共にするもの同士の仲間意識、連帯感を

高めることが重要です。そして、４つのテストの２

番目のみんなに公平か。という原則も足りていない

のではないかと思っております。そして、クラブの

リーダーの役目は寛容と柔軟性です。時代に適用し、

前向きでやる気のある会員の考えを理解して、援助

できる思いやりを持つことが大切だと思います。私

がガバナー補佐の時に行った東分区のＩＭの時に発

表した米山梅吉翁の言葉なのですが、人には童心が

あります。童心というのは純な親しみと熱意を持っ

たもので、人間の資質です。年齢を加えると童心は

影を潜めるものですが、人の精神は年齢とともに老

いるものではありません。その人の頭脳に弾力性が

あり、他人の友情に反応できる意思がある間、人は

決して落ちていくものではありません。童心という

気持ちがあれば何歳になってもロータリアンできま

す。ポールハリスも少年の心を持とうと言っていま

す。終わりの方になってきましたが、みなさんも思

い切って海外に出てください。ポリオワクチン投与

などに出向いて、実際に投与してみてください。こ

れからも奉仕の理想を追い求めていきたいと思って

おりますので、どうぞ引き続き、宜しくお願い致し

ます。本日は、ご清聴ありがとうございました。 

 

■点鐘：佐藤正樹会長 

 

 

 

 

 

 

 
■懇親会 会場にて新本ガバナーと記念写真 

2019-20年度 

国際ロータリー第 2580地区 

地区大会 

2020年 2月 12 日(水)・13日(木) 

沖縄コンベンションセンター 
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■懇親会アトラクション 琉球チムドン楽団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■沖縄本島ハイライト巡り 美ら海水族館 


