
 

 

2020 年 7 月 29 日 【第 1179 回】 

7 月 29 日の卓話 7 月 22 日の出席率 8 月 5 日の卓話 

 
「五大奉仕委員長就任挨拶」 

クラブ奉仕委員長 佐藤 大輔様 
職業奉仕委員長  酒井 教吉様 

社会奉仕委員長  村社研太郎様 

国際奉仕委員長  小松 啓祐様 

青少年奉仕委員長 井上 晴貴様 

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％ 

東京臨海 RC 創立 27 周年記念例会 

 

「ロータリーの歴史と基本その１」 

元ガバナー補佐・当クラブ元会長 

斉藤 実様 

 
≪東京臨海ＲＣ・東京臨海東ＲＣ 合同例会≫ 

野生司義光ガバナー公式訪問 

2020 年 7 月 22 日(水) 

東京臨海ＲＣ第 1178 回例会 

東京臨海東ＲＣ第 1108 回例会 

司会：勝間田ＳＡＡ委員長 

 
■点鐘：東京臨海ＲＣ 佐久間裕章会長 

    東京臨海東ＲＣ 石井敏子会長 

（東京臨海ＲＣ 佐久間裕章会長） 

皆さんこんにちは。本日はお足元の悪い中お集まり

いただきまして、誠にありがとうございます。また

先程は、クラブ協議会にご参加いただきましたガバ

ナーはじめ、皆様ありがとうございます。すごく有

意義な時間を過ごせて、私も大変嬉しく思っており

ます。また、先週も言わせていただきましたが、立

派なロータリアンに今日を皮切りになれたらいいな

と思いますので、どうぞ皆様よろしくお願いいたし

ます。 

 

■本日は、新型コロナウイルス感染拡大防止策として、 

「ロータリーソング」・「四つのテスト」・「ロータリー 

の目的」の唱和は行いません。 

 

■来賓・ゲストスピーカー紹介：佐久間裕章会長 

・ガバナー   野生司義光様 

・ガバナー補佐 海老沼孝二様 

・地区幹事   谷一文子様 

・分区幹事   追分義郎様 

■ビジター紹介：井上会員 

 矢橋潤一郎様（札幌東ＲＣ） 

 髙吉泰尋様（伊藤会員ゲスト）  

 金城健二様（入会決定者） 

 米衛純二様（入会決定者） 

■来賓挨拶 

 
・ガバナー 野生司義光様 

皆さんこんにちは。本年度ガバナーを拝命致しまし

た、東京小石川ロータリークラブ所属の野生司義光

と申します。先週からガバナー公式訪問を始めまし

て、先週、平日 5日間のうち 4日間、今週、月、火、

水曜日と公式訪問しております。昨日も 2 クラブ合

同の公式訪問いたしました。今日こんな広い環境に

なるのは初めてなんですが、この後、卓話を致しま

すので聞いてください。よろしくお願いします。 

 

・ガバナー補佐 海老沼孝二様 

 皆さんこんにちは。今日こんな素晴らしい設営をし

ていただきましてありがとうございます。先程も臨

海クラブ協議会で皆さんのエネルギーを感じまして、

とっても嬉しく思いましたし、こちらが終わってか

らの臨海東クラブの協議会もとっても楽しみにして
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おります。これから 1 年間どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

■会長報告：東京臨海ＲＣ佐久間裕章会長 

 
・鈴木孝行会員が 17 回目の紺綬褒章を受章されました

ので、クラブよりお祝金を贈呈いたします。 

・鈴木孝行会員より、クラブ基金に多額の寄付を頂き

ました。 

 

■直前会長報告：東京臨海東ＲＣ池田直前会長 

 
・東京臨海東ＲＣクラブ基金功労者感謝状を 

 東京臨海ＲＣ会員 鈴木孝行様へ贈呈致します。 

 

 
■幹事報告：坂本康朋幹事 

・例会後、野生司ガバナーを囲んで集合写真を撮影致

しますので、全員 3階の写真室に移動をお願いします。 

■委員会報告 

 本日、委員会報告はございません。 

■出席状況報告：内海会員 

⇒詳細 1頁バナー下に掲載。 

■ニコニコ BOX 報告：杉浦会員 

(ご意向)野生司ガバナー、海老沼ガバナー補佐、谷一

地区幹事、追分分区幹事、本日はご訪問有難うござ

います。宜しくお願い致します。：佐久間裕章会長、

佐藤大輔副会長、坂本康朋幹事、酒井会員、村社会

員、柴田会員、須藤会員、小松会員、篠塚会員、 

舛本会員、入澤会員、白幡会員、佐久間栄一会員、

内海会員、井上会員、太田会員、本多会員、山田会

員、田村会員、髙橋会員、櫻田会員、勝間田会員、

尾身会員 

(ご意向)野生司ガバナー始め御来賓の皆様、早朝より

ご苦労様です。又、遠方からお越しの札幌東ＲＣ矢

橋さん、ようこそいらっしゃいました。：斉藤実会員 

(ご意向)先日はご多忙の中、旧三役お疲れ様会を開催

頂きありがとうございました。とても嬉しく感激し

ました。斉藤さん、鈴木さん、素敵なプレゼント有

難うございました。：前三役一同（佐藤正樹会員、髙

橋会員、杉浦会員） 

(ご意向)妻と結婚 13 年の記念日でした。感謝を込めて

食事に行ってきます。：伊藤会員 

 

 

 
 

■卓話  

「ガバナー講評」 

 国際ロータリー第 2580 地区ガバナー  

野生司義光様 

 
 皆さんこんにちは。最初に私の簡単な自己紹介をさ

せていただきます。1991 年東京小石川ロータリーク

ラブに入会致しました。私の父は東京小石川ロータ

リークラブのチャーターメンバーでございました。

東京小石川ロータリークラブというのは東京北ロー

タリークラブから 5 人の仲間が出まして、新しく東

京小石川ロータリークラブを作りました。初代の会

長は講談社の野間さんでございます。私の父が初代

幹事を務めました。私の妻は東京北ローターアクト

クラブの出身でございます。私の家内の父親も東京

北ローターアクトクラブに所属しておりましたので、

そういう意味でもロータリー一家の家族でございま

す。私の職業は建築家です。建築家とは建物の設計・

管理をしてクライアントの立場で設計をする人間の

ことをいいます。クライアントを守るという意味で

は弁護士と同じような仕事だというふうに思ってお

ります。こちらでも斉藤さんがいらっしゃいますの

で同業の人間でございます。私が設計したものを 2、

3 紹介させてください。写真の通り、銀座久兵衛本

店、浅間山の家、東邦音楽大学グランツザール、青

葉ヒルズ（特別養護老人ホーム）です。今年の 1 月

の 19 から 25 日まで、サンディエゴで国際協議会が

行われました。世界には 525 の地区がありますけど

も、ガバナーエレクト、パートナー合わせて 1500 人

ぐらいが集まりました。この写真はその会場にあり

【24 件 60,000 円 今年度累計 305,000 円】 
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ましたマンチェスターグランドハイアットホテルで

ございます。残念ながら、来年度は場所がサンディ

エゴからフロリダに移りますが、もしかしたらコロ

ナでズームでの協議会になるかもしれません。1 週

間、各国のチームが何かイベントをする、催し物を

します。日本人は開催予定だった東京オリンピック

のオリンピック音頭 2020 というのを皆で稽古をし

まして披露することにしました。稽古すると言って

も北海道から九州まで、バラバラですので一同に集

まってやれませんでしたので、当日ちょっとホール

で練習したわけなんですけども、揃うかどうか非常

に心配でしたが結構上手に揃いました。例年ですと

ブラジルのサンバが 1 番艶やかなんですが、今年は

日本のオリンピック音頭が良かったと言う評判をい

ただきました。ホルダー・クラーク会長は今年のテ

ーマとして「ロータリーは機会の扉を開く」と言っ

ております。ところで皆さん、RI のビジョン声明を

ご存知でしょうか。2017 年に採択された、このビジ

ョンの下に、2019 年から 5年間行動することが決議

されております。ロータリーは 115 年の歴史がござ

います。そして現在は 200 以上の国で 120 万人のロ

ータリアンがおります、それぐらい大規模な組織で

ございます。生まれた場所や話す言葉が違っても私

たちは、この基本理念の下に結ばれています。そし

て世界中のロータリアンの意見をもって作られてお

ります。私たちは世界の中で日本のロータリアンと

してそれを実現すべく行動しようと思っております。

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。「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」、「適応力を高め

る」、この 4 つの行動計画が 2019 年から 5 年間のテ

ーマになっております。2020 年今年の年次目標であ

ります。1.ポリオを根絶しロータリーの役割を強調

する。ポリオは今パキスタン、アフガニスタン、ナ

イジェリアに少し残っております。これを根絶しな

いと無くなったと言えません、少しでも残しておく

と、またそこから拡がっていきます。そのためにロ

ーラー作戦でポリオ根絶しようとしております。各

家一軒一軒回ってワクチンを打たせるという形をし

ています。2. 2025 年度までに恒久基金を 20 億 2500

万ドル（約 222 億円）、年次基金とポリオプラスへの

寄付を増やすことが求められております。3.地区補

助金、グローバル補助金、ポリオプラス、ロータリ

ー平和センターにインパクトを与える 4.人道的なプ

ロジェクトの世界的な実績を向上させるため、政府

機関等の機会も含め、新たなパートナーシップを築

く。政府とか行政と一緒になってプロジェクトを進

めましょうと言われてます。5.新クラブと革新的な

クラブ(E クラブ、パスポートクラブ等）とあります

けども、そういうところと既存のクラブにおける新

会員の入会を促進させることにより、参加者の増加

と多様化を図る。多様化とは女性会員を入れるとか

そういうことを指しています。6.ロータリーに入会

する女性会員、40 歳未満の会員、ロータリーアクト

の数を増やす、臨海さんもぜひ女性会員を入れても

らえたらと思います。7.世界を変える行動人として

のロータリーとロータリアンの認知を高める。8.イ

ンターアクト、ローターアクト、ロータリークラブ

の会員、その他ロータリーの参加者に積極的に交わ

る。インターアクト、ローターアクト、ロータリー

で一緒になっていろんな行動をしましょうというこ

とを訴えております。9.全ての参加者、特にロータ

リークラブとロータリークラブの間の協力を増やし

てもらう。臨海ロータリークラブさんは、勢いがあ

りますのでぜひローターアクトクラブを作っていた

だけたらと思います。若い会員さんも多いので学生

を中心にローターアクト作っていただけたらと思い

ます。10.人道的プロジェクトの世界的な実績を向上

させるため、新たなパートナーシップ(政府、行政等)

を築いてください。11.ロータリーのリーダーシップ

(ガバナー補佐、地区研修リーダー、地区委員）に明

確な責務を与える。これは私に言われている言葉か

もしれません 12.ロータリープログラムの活動に焦

点を定めつつ、コロナ禍において活動をバーチャル

で行うか、あらゆる健康上の懸念を考慮しながら活

動をしてください。これら 12 の年次目標をできるだ

け数多く取り入れて今年、活動していただければ光

栄と思っております。「ロータリーは機会の扉を開く」

これが今年のホルダー・クラーク会長のテーマでご

ざいます。次に地区の年次目標です。「ロータリーを

楽しんで仲間を増やす」。その実現のためにはまず退

会防止、これは急遽入れたんですけども実は昨月 6

月にガバナー補佐会議を開きまして、海老沼さんか

ら会員増強の前に先ず、このコロナ禍の中で退会防

止をキチッと謳うべきだ、という指摘をいただきま

した。退会防止のテーマを入れさせ頂きました。6

月が終わって 7 月になったわけですけども、実際 6

月にどのぐらいの会員が退会したかといいますと最

終統計は 120 人位、120 人の方が 2580 地区から辞め

られた、必ずしもコロナのせいでそうなったわけで

もないでしょうけども 120 人という数は例年に比べ

ると、どうかといいますと例年とそれほど変わらな

いです。そういう意味では、ほっとしております。

少なくとも地区の予算は 3000 人で立てております

ので、そこまでは対応しなければならないです。ぜ

ひ会員増強をお願いしたいといふうに思っておりま

す。退会防止のために、どういうことができるかと

いうと非常に仕事がなくて先ほども地区協議会で漢

方医の方がコロナ禍で仕事がないとおっしゃってい

ましたが、その方に何か仕事を見つけてくださいと

言いました。それから RI 会長が言っているのは年会

費をなるべく安くしようよと、おっしゃってます。

ただ実際には限度がありますけども、そういう意味

ではミニクラブみたいな安い年会費で運営できます

ので、ミニクラブを作るのも提唱されてます。例え

ば分区単位に E クラブがあると、ロータリーを続け

たいんだけども、なかなか続けられないと言う方は

E クラブに入ってもらう、という手もあるんではな
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いかなというふうに思っております。あとモーニン

グクラブを作るとか、ティータイムクラブを作ると

か、そういう方法もあろうかと思います。それから

人数を増やすという意味ではローターアクトからロ

ータリークラブへ昇格する、これが世界で非常に求

められています。日本では、なかなか無いんですが

世界中ではロータリーアクトからロータリークラブ

になっていくクラブことになってる、というところ

もあります。「ロータリーを楽しんで仲間を増やす」

その実現のためには会員増強、まさにその通りです。

14.5 人これは 10,000 人あたりのロータリアンの数

です。2500 地区（北海道）は 10,000 人あたりのロ

ータリアンの数が 14.5 人、2580 地区沖縄、10,000

人あたり 2.7 人、2580 地区東京 3.68 人、北海道は

14.5 人、平均値が 7.03 人、北海道に行くと平均の

倍はロータリアンがいる。うちの地区は 3.68 人、平

均の半分、でも東京だから他の地区と違うんだよ、

それはしょうがないだろうと思うかもしれません。

まずはこういうことを知っておく、2580 地区は 34

地区中、最下位。これは私がガバナーになってから

もノミニー・エレクトとずっと研修を受けるんです

が研修の度に言われるんです。お前の地区は最下位

と、それで何が何でも会員増強をテーマにしており

ます。2580地区は3.68人、隣の地区2750地区は7.34

人うちの倍いるんですよ、同じ東京で北と南でこん

なに違う、東京だから人が集まらないのが当然だと

いうことにはならないです。もともと隣の地区は一

緒だったんです、それを半分に分けたんです、それ

がいつの間にか倍になっちゃったんです。2590 地区

（横浜）3.95 人、2500 地区、北海道 15.08 人、全国

平均が 7.03 人です。会員増強は、むやみに入会して

もらうのではなく、自分たちのクラブの強み、弱み

現状を把握することが大事です。実は会員データが

整備されていればロータリーのウェブサイトから即

座に現場が見えます。全体の状況などを出すことも

可能です。更に個人個人が my ロータリーに登録すれ

ばコロナ流行があっても、会長エレクトが研修をイ

ンターネットで学ぶことも可能です。スマホからも

できますので、是非例会をこの登録に 1、2回位使っ

ていただければと思います。是非よろしくお願いい

たします。「500」という数字を出しましたが、この

数字は何かといいますと、先ほど 34 番目の地区が

33 番目になるにはどうしたら良いか、なんと 500 人

増強しなければいけない。そう簡単に最下位から脱

出できない、500 人増強にご協力をお願いしたい。

正直言って 1 年間に 500 人の増強は難しいと思いま

すんで、今ガバナーエレクト、ガバナーノミニーに

も御協力いただいて 5 年間の目標にしようよという

事にしております。5年間、中長期計画 500 人目標、

それでは各クラブ今いる人数の、会員の 20%をやっ

ていただきたいと思います。公共イメージの向上、

公共イメージの委員会とは青少年国際、社会奉仕、

私たち 2580 地区はこれを奉仕プロジェクトチーム

と呼んでますが、RI ではそれに職業奉仕委員会を加

え 4 つを奉仕プロジェクトチームと呼んでます。そ

のプロジェクトチームと、公共イメージ向上委員会

というのは同格なんです。それくらい公共イメージ

に RI は力を入れております。ぜひ公共イメージ向上

を目指していただきたいと思います。ロータリーの

シンボルマークが変わりましたので、地区大会まで

にロータリーの旗を変えて頂ければ嬉しいかなと思

います。ロータリーのテーマカラーはブルーになり

ます、ロータリゴールドと言ってますけど、このゴ

ールド、淡いブルー濃いブルーがあります、これが

テーマカラーです。週報等ものを作る時、このロー

タリーカラーを意識して作ってくれるとロータリー

らしくなって世界共通の色になります。シンボルマ

ークのルール、使用カラーのルール、文字のルール、

ブランドリソースセンターに入ってもらいますと活

用の仕方がわかりますので、ぜひご利用ください。

「ロータリーを楽しんで仲間を増やす」。その実現の

ためには公共イメージの向上、マスメディアにいろ

いろ載っけてもらう、なかなか新聞とかテレビとか

はロータリーを扱ってもらえませんので、せめて SNS、 

Facebook とか Twitter、 Instagram などであげるよ

うにしてください。このことを各クラブ委員にお願

いしてます。そしてロータリーデー開催もお願いし

ています。各会で既に地域のお祭りや行事に参加し

ていると思いますが、バザーなどには多くの市民が

訪れております。バザーなどをロータリーデーとし

て開催してもらうことも 1 つの手だと考えておりま

す。今年は分区単位でロータリーデーをお願いした

いというふうにガバナー補佐にお願いしております。

各クラブへのお願いですが、会員データの整備と my

ロータリーの登録推進、これは既にしていただいて

いると思います。5月中に登録と書いてありますが、

9 月までには登録 100%を、お願いしたいというふう

に思っております。財団米山の寄付財団一人当たり

230 ドル(2 万 5000 円）、米山 20,000 円、計 45,000

円でございますが、これを例えば年会費と一緒に集

めていただくとかということで是非ご協力をお願い

したいと思っております。地区組織図ですが先ほど

申し上げました公共イメージ向上委員会、隣にクラ

ブ委員会運営支援委員会、職業奉仕委員会、奉仕プ

ロジェクトグループの中に社会奉仕委員会、国際奉

仕委員会、青少年奉仕委員会があり、ロータリー財

団委員会、日本では米山奨学委員会が、今ロータリ

ーがやっている委員会でございます。ご静聴有り難

うございました。 

 

■点鐘：東京臨海東ＲＣ 石井敏子会長 

東京臨海ＲＣ 佐久間裕章会長 

 

（東京臨海ＲＣ 佐久間裕章会長） 

皆様お疲れ様でした。野生司ガバナー貴重な卓話あ

りがとうございました。私も一人でも多くの方にロ

ータリーの機会の扉をコジ開けて行こうかなと思い

ますのでどうぞよろしくお願いいたします。 
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～野生司ガバナー公式訪問 クラブ協議会～ 

 
■開会のご挨拶 佐久間裕章会長 

皆様お疲れ様です。本日は早くから、またお足元の

悪い中、お越しいただきまして誠にありがとうござ

います。ガバナーはじめ皆様、ありがとうございま

す。先ほど会議室の方で色々と打ち合わせをさせて

いただいたんですけども、ものすごく緊張しまして

カミカミで、自分が何言ってるかわからない位です。

本年度臨海ロータリークラブを間違いなく変革の年

にしていきたいと思いますので、ぜひ協議会では皆

様の思いの丈をぶつけていただいき、皆様に御周知

いただく場にしていきたいなと思いますので、皆様

どうぞよろしくお願いいたします。本日はありがと

うございます。 

 
■ご挨拶 野生司ガバナー 

皆さんこんにちは 2020～2021 年度 2580 地区のガバ

ナーに就任いたしました東京小石川ロータリークラ

ブ所属の野生司 義光と申します。よろしくお願い

いたします。先週の月曜日からガバナー公式訪問が

始まりました。先週は 4 クラブ、今週は月・火・水

と3クラブと7回目のガバナー公式訪問ですけども、

ガバナー事務局によりますと PowerPoint を使って

公式訪問するガバナーは野生司さんが初めてと言わ

れまして、確かにそう言われてみれば PowerPoint は

使ってないかなと。先週の月曜日から使い始めたん

です。これが意外に大変なんです。自分のパソコン

とデータを持っていくんですけど、音声を欲張って

入れたんです。1 番新しいホルダー・クラーク会長

のメッセージを皆さんにお届けしようかなと思った

んですけども、音声がうまく出ないとか、いろんな

不都合があったりして、それから私の PowerPoint と

会場のプロジェクターと同調しないとか、いつも毎

日毎日、ヒヤヒヤ、ドキドキしながら、だから会場

に早め早めに行ってやってたんですけど、やっぱし、

きちんと PowerPoint を使えるのが大事だというこ

とがよくわかりまして、先に事務局の方へデータを

配布してそれで私は行くだけにする、という形を昨

日から取りましたら、非常にほっとしております。

行った会場で PowerPoint がセットされており、大丈

夫だなとすぐ確認できます。この方式が良いなと今

思っております。公式訪問が始まったばかりで、不

手際がたくさんあるかもしれません、どうぞ今日 1

日よろしくお願いいたします。 

 

■本年度会長 佐久間裕章会長 

本年度の当クラブの方針と計画をお話しさせていた

だきます。まず、皆様もご承知の通りウチのターゲ

ットといたしまして「会員増強なくしてクラブ繁栄

なし」というふうに掲げさせていただきました。こ

れは私が入会した当時、7 年前になりますがクラブ

会員がかなり減少していくと言う現状がございまし

て、しかしながら入会した当時でしたので、これが

スタンダードなのかなというふうに思っておりまし

た。ですが私が運営のほうに携わっていくと会員数

がどれだけ大事なものかということに気づかされま

した。ですので会員増強を私ができる今年 1年間で、

やれることなのかなとずっと思っておりましたので、

今年度「会員増強なくしてクラブ繁栄なし」という

ふうに掲げさせていただきました。私の運営計画の

中にも、ありますが 50 名クラブを 20 年ぶりに達成

させるということもありまして、皆様のおかげ様を

もちまして 8 月 5 日で当クラブが、20 年ぶりの 50

名クラブになることが決まりました。また 9 月にも

10 月にも 1名ずつの入会候補がいますので最終的に

は、今のところ 52 名のクラブができるじゃないかな

と思っております。やはりこのコロナ禍でも増強が

できているというのは、皆様の御陰じゃないかなと

思っております。先日も入会候補者や、若い会員を

集めて経営塾をさせていただいておりました。そこ

で参加者みんなが言ってたのは、ロータリークラブ

に入ってよかった、入れて良かったというふうに、

最後お声掛けしていただきました。ほんとに私は 7

年前に入った時、藁にも縋る思いで当クラブに入り、

今は時間もできてお金の方も、少し余裕ができまし

て、こうやって社会奉仕活動に時間を費やすことが

出来るのも、この臨海ロータリークラブの会員の皆

様がいるから、今、ここに私がいるんじゃないかな

というふうに思います。ですので 1 年間、入会者が

増えると思いますので、古い会員の皆様、是非、ご

指導の程、よろしくお願いいたします。また本年度

の社会奉仕活動といたしましては、昨年からやらせ

ていただいております、臨海西ロータリークラブ・

臨海東ロータリークラブ、我々臨海ロータリークラ

ブ、3クラブ協賛で行うパラボールフェスティバル、

次に 10 月 25 日に江戸川花火大会の次の日に行う、

江戸リバークリーンフェスタ、そしてオレンジボー

ルの開催。こちらの方をメインに本年度も運営させ

ていただきます。らいおんはーとの方の支援も、本

年度も引き続きやらせていただきたいと思っており
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ます。本当に今年度に関しては会員増強を 1 年間、

今後も、できれば 55 名体制に持って行きたいなとい

うふうに思っておりますので、是非皆様、特に新会

員ピックアップ増強チームのメンバーの皆様におか

れましては、新しい方がいましたら、是非ご紹介い

ただきまして我々東京臨海ロータリークラブの会員

にしていただきたいというふうに思いますので、是

非是非、皆様よろしくお願いいたします。以上とな

ります 1年間どうぞよろしくお願いいたします 

 
■クラブ奉仕委員長 佐藤大輔委員長 

クラブ奉仕委員会としての方針計画等は記載の通り

ですが、先ほど佐久間会長からお話があった通り、

50 名を超えるクラブとして成長していく中、新しい

会員が大勢増える、しかも年齢的にも若い会員も多

いですから、そこで入ってきた、入ってくれた新会

員たちがクラブに定着してくれる、ロータリーに入

ってよかったな、楽しいなと思ってもらえる、また

ロータリアンとして成長してもらう、ロータリーと

いうものをしっかり学んでもらう、クラブとしても、

もちろんです。ロータリーというものの、本質的な

楽しさをしっかり教えていかなければと思っており

ますので、クラブ奉仕委員会にて、ここが 1 番肝に

なると思いますので、まずは新しく入った会員たち

にクラブで充実したロータリーライフを送れるよう

にということを心がけて、いろいろなことを進めて

行きたいと思っております。その一環で親睦活動委

員会、今日、委員長が事情により欠席でありますが

親睦活動も、その方針の下で、ただ例会に出るだけ

ではどうしてもコミュニケーションが、そこまで取

れないですし、仲良くも慣れないので、やはりこの

親睦とても大事なことになってくるかと思います。

昨年度の鈴木クラブ奉仕委員長の下に組織の編成が

若干変わりまして、二次会構成ゴルフ幹事の担当の

方もできまして、ある意味、二次会の大切さ、二次

会が無いとどうしても、なかなか腹割って話という

のも、そうそうできないですし、どっかで何か壁を

作るんじゃないかなというのもありますので、やは

りそういった二次会の場もうやむやにするのではな

く大切にし、親睦を図りコミニケーションをとって、

本当に心から仲間と言い合える仲間づくりが良いな

と思ってますので、クラブ奉仕委員会そういった形

でやってきますので 1 年間よろしくお願いいたしま

す。 

 

■会場監督委員会 勝間田健一委員長 

基本的には記載の通りです。「明るく・楽しく・為に

なる」を常に心がけて運営をしていきたいと考えて

います。また毎年新しい役職をいただけていて、せ

っかく任せられていますので、最低 1 つは新たなル

ールや仕組みを作り、会員が楽しめ、クラブ運営上、

迷ったり困ったりしないよう明確にしていきたいと

考えております。今年度は新たなルールとして、活

動計画の 3 番目プロジェクター担当を設け、年間を

通じて担当を固定させていただきます。1 年間皆様

ご協力いただけますよう宜しくお願いいたします。 

 

■プログラム構成委員会 篠塚慎之介委員長 

プログラム構成委員会としては、私を含めた柴田会

員、田中会員 3名で担当させていただいております。

分担しながら会場、例会の運営を記録、IT 機器に不

備がないようメンテナンスをしていき、当クラブの

ホームページの保守管理を担当しております。先日

のフォーラムの中でも、ご意見をいただいたので活

動計画上に無いところで申し上げますと、イニシエ

ーションスピーチというところで、当クラブでは新

入会員が多いですので新入会員の方のイニシエーシ

ョンスピーチ自体が増えると思いますが、それ以外

の卓話で今まで長くいたメンバーと、それから新し

く入ったメンバー、既存のメンバーの方の、イニシ

エーションスピーチ、今どういうことをしているん

だというような活動報告、シェアを卓話の中でして

いくというアイデアをいただきましたので、そうい

ったことも取り入れながら例会を進めていけるよう

にと思っております。公共イメージの向上について

なんですけども、こちらに関しましては、今実際、

ホームページで常にクラブの情報というのは閲覧で

きるようにはなっておりますが、今後、時代の流れ

とともに SNS とか、他の媒体による我々クラブの発

信をしていきつつ、後は奉仕活動というところで申

し上げますと、先ほど会長がおっしゃっていました

通り、我々3 つの大きな社会奉仕活動をやっておる

んですが、特徴としては会員それぞれが実際に活動

をして、奉仕をしているというところが、特徴があ

ると思います。公共イメージ向上については、会員

我々自ら行動することでイメージアップにつなげて

いければと思っております。最後になりますが、My

ロータリーの登録状況についてなんですけども、現

在、当クラブでは約 7 割の会員の方が登録をしてお

いていただいておりますが、特に新入会員の方が非

常に多いのでそういった方が、これから登録をする

ということになっております。登録をするメリット

というか My ロータリーの活用なんですが、今 Web 上

なので、すごく早い情報を皆が受け取れることがで

きるということで、非常に活用できるじゃないかと

思っております。未登録の方に関しましては、私の

方からご案内させて頂ことになる思いますが、よろ

しくお願いいたします。 

 

■職業奉仕委員会 酒井教吉委員長 

いろんな奉仕があって新しい方には分かりづらいと

思いますが、ロータリーには目的が 4 つあって、そ

れぞれ奉仕になってて、クラブ奉仕、職業奉仕、社

会奉仕、国際奉仕。そのうちの職業奉仕というのは

どういうことかと言うと、私自身いろいろ勉強させ

てもらったんですけど、私から見たら究極の「For 

You」じゃないかなという気がしています。「職業上
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の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あ

るものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータ

リアン各自の職業を高潔なものにすること」と書い

てあります。昨年、前奉仕委員長がフォーラムの中

で CSR という話をされた時があります。CSR をやる

ために職業を高めているという事、そうだと思うん

です。そのために何ができるかという事なんですけ

ど、人のために自分を良くするとか、金を儲けると

かというふうに思った方、宗教上の話もあるかと思

いますが、いいことしてるなとか思えるし、モチベ

ーションが、その方が起こるんじゃないかと思いま

す。そのために今回は CSR という話をするよりも、

もっと自分たちの職業を磨いていこうよ、という事

を職業奉仕委員会として取り組みたいと、おそらく

新しい方、ロータリーに参加する目的の大きな理由

というのは、自分の会社を良くしていこうと、経営

者が集まっていろんな話を聞いて、それを参考にし

て取り組んでいこうよ、私もコロナ禍の中で旅行業

界って最悪なんです。今はずっと 4、5、6月、7月 4

カ月間売り上げゼロです。そんな中でどうしていく

かというのは、いろんな話、私、人の話聞かないん

ですけど、人の話を今回は聞きました。すごく参考

になって、いろんな取り組みをしてやってきたと思

います。そういうことが非常に役に立つんで皆さん

がロータリーに参加されて職業奉仕という奉仕の中

で、自分たちの職業を高めていく材料としてやらせ

ていただければと思いますので、いろんな事を計画

の中に上げております。職場への訪問、経営勉強会

の設営、家庭集会等において昨年やった 4 つのテス

トの話ですとか、こういうものとか職業奉仕フォー

ラムの中で具体的に実態があるので、こういう話が

できればいいなと思っております。皆さん一緒にや

っていけるようよろしくお願いいたします。 

 
■社会奉仕委員会 村社研太郎委員長 

今年度の活動方針につきましては、佐久間年度より、

繰越金、一般財務の全額を社会奉仕活動に寄贈して

いただくことになりましたので、従来の活動を超え

た、新事業に取り組んでいきたいと思います。ロー

タリアンとして社会奉仕は凄く大切なものだと思っ

ていて、金銭的に今まで協賛する形も多かったので

すが、当クラブは、若手の年齢層が多いということ

で、現場に行き、現地を見て、体を使い、現実的な

社会奉仕活動ということで、今年度は取り組みたい

と思います。それで、地域の声に根付くロータリー

ということでやっていきたいと思います。活動計画

としては、今まで引き続きやっていますが、江戸川

区民まつり、わんぱく相撲、江戸川区花火大会の協

賛、これからも引き続き行って参ります。わんぱく

相撲に関しましては、今年度はコロナのため中止と

いうことに決まりましたので、協賛金を、そのまま

協賛させていただき、来年度に繰越しという形を取

らせていただきました。2つ目は、東京臨海 RC 旗杯

争奪、第 12 回江戸川区学童オレンジボール大会の協

賛支援ということですが、これは何かと言いますと、

江戸川区の少年野球チームの３年生以下にオレンジ

ボールという大会がありますが、３年生以下の野球

人口が減っているため、３年生以下のところに大会

を作って協賛しようということで、３年前よりやっ

ております。そして、私のような少年野球に携わっ

ている者としては、凄く喜ばれて、3 年生以下にメ

ダルが貰えたりするといった事をやっております。3

年生以下は、なかなか試合や大会をする機会がない

ので、こういう機会を作ってあげることは、凄く大

切なことだと思いますし、数多くの方たちから喜ば

れておりますので、引き続きやっていきたいと思い

ます。開会式、閉会式には基本的に皆様に参加して

いただいております、今年度も宜しくお願いします。

続きまして、NPO 法人らいおんはーとへの協賛支援

活動。らいおんはーとというものは、元々は子供食

堂から始まったのですが、今では、不登校の子供た

ちへの学習支援活動を行なっています。そして、現

地で子供達と移動例会をして、一緒に食事したり、

子供達に作ってもらったものを食べたりとか、子供

たちと触れ合ったりとか、コロナの状況を見合いな

がらですが行っている支援活動です。これも、引き

続き今年度も例会訪問をさせていただいて、やって

いきたいと思います。続きまして、昨年度より臨海

3 クラブでパラボールフェスティバルへの協賛支援

でございます。パラボールというのは、障害者の人

たちに、江戸川区球場(昨年)で、障害者と健常者が

一緒にやっていける形を作っていく非常に新しい形

の支援事業で、これも去年よりやっております。今

年度も 3 クラブの下でやっていきたいと思います。

続きまして、今年度、新しく取り入れた江戸リバー

クリーンフェスタへの活動支援でございます。これ

は、今年度は、まだ延期になっていますが、江戸川

区の花火大会の後に河川敷の清掃を皆さんで協力し

て、普段からやっておりますが、ロータリーとして

協賛して支援して、自分たちも清掃活動に参加する

という形を考えております。今年度の社会奉仕活動

につきましては、参加型の支援にしていきたいと思

っておりますので、今年 1 年間宜しくお願い致しま

す。 

 

■国際奉仕委員会 小松啓祐委員長 

まず活動方針に関しましては記載の通りでございま

す。目的は国際理解親善平和を推進すること、ここ

をポイントに今年度は国際奉仕を運営できればと思

っております。具体的な活動としては、国際交流が

主要なものとして 2 つ、1 つの勉強会を情報共有の

場を予定しております。国際交流に関しては 2 月の

バギオ訪問、そして 6 月の国際大会、この 2 つが主

要な交流になってくるかなと思います。活動計画に

も記載しているんですが、先程も、お話しがあった

通り新しい会員でしたり、私含め若い会員が非常に

多いクラブでございますので、まずは行ってみると、
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国際大会やバギオに行ってみるということを、皆様

のお力添えをいただきながら実践していきたいと思

っております。そしてもう一つの勉強会は、国際フ

ォーラムと言う形で来年 3 月に予定しております。

そこでは私含めなんですが、まだまだ国際奉仕の知

識、知恵というかそういったものが不足している部

分がございますので、先輩方のお力添えをいただき

ながらチームとして取り組んでいきたいと思ってお

ります。あと活動計画の 2 番に記載させていただい

てるんですが、国際奉仕についてもいろんなことが

ありまして、姉妹クラブ、バギオ基金、ロータリー

財団、米山奨学、大きく 4 つあるんですが、先程か

ら何度も申し上げて恐縮なんですが、若いメンバー

が多いので、そもそも米山奨学ってなんだろう、姉

妹クラブとはどんなものだという所の勉強会という

か、その仕組みというのをチームとして共有してい

きたいなというのが目的としてございます。個人的

な感想なので恐縮ですが、昨年私は国際奉仕初親睦

というところでクラブとして海外渡航させていただ

いたんですが、国際奉仕ができたというのも 1 つな

んですが、もう一つ 1番自分の中で大きかったのは、

クラブ内での親睦が取れたのが個人的に非常に大き

かったなと思います。やはりクラブ内でも親睦であ

ったり、親善が取れないと運営自体スムーズにいか

ない部分があるのではないかなと思いますので、国

際理解・親善平和を推進する事が大前提ですが個人

的な目的としては、親睦・親善につながり最終的に

はクラブの活性化につながるのではないかなと思っ

ておりますので、皆様には 2 月と 6 月の予定をブロ

ックしていただいて、全員で参加していければなと

思っております。ありがとうございました。 

 

■青少年奉仕委員会 井上晴貴委員長 

今年度は青少年について大きなテーマであると考え

ております。コロナの影響で留学踏まえて、交流含

め自粛な感じで来ておりますが、青少年が活動でき

る場を奪われてしまってるのです。活動する場を失

われていると言う事なんですが、我々もストレスを

感じながら生活をしておりますが、青少年たちはも

っと将来の不安、学習、友人、家庭、様々な不安を

抱えて過ごしていらっしゃると思います。その中で

青少年奉仕活動の部分においてインターアクト、ロ

ーターアクトの皆様が、今まで活動していた部分に

おいて、これから活動自粛に対してウェブで行って

いくなど様々な活動が期待されされる中で、我々が

勉強していく立場でもあると思っております。その

ストレスや新しい常識など生まれるかもしれません

ので、交流を踏まえて声を聞いていきたいと思って

おります。ここで様々なことを聞いて活動など、私

も勉強していきつつ、それをご報告できたらいいと

思っております。今年 1 年間よろしくお願いいたし

ます。 

 

■諸団体交流、新会員ピックアップ増強チーム 

舛本俊輔副委員長 

活動方針と活動計画に関しましては、こちらに記載

している通りでございます。本日はそこに加えた点

をお話しさせていただきます。このチームは会員増

強に特化したチームでして、昨年の当クラブ第 26 期

に初めて発足いたしました。第 26 期の佐藤正樹会長

年度は当初会員数 38 名でスタートしました。誠に残

念ながらこの1年間で3名の会員が退会したものの、

前年の増強チームの活動の結果、新たに 6 名が入会

することで年度末には5年ぶりに会員数40名体制と

いうものを築くことができました。本年度はそれを

超えるべく、当初 50 名体制を目標にスタート致しま

したけれども、先ほど佐久間会長からお話がござい

ましたが、もう少し細かく私から説明させていただ

きますと、初例会に 2 名の入会式を執り行うことが

できまして結果 43 名でスタートいたしました。それ

に加えまして来月 7 名、その翌月 1 名、さらにその

翌月にも 1 名、合計 9 名の新入会員が確定しており

まして今年度合わせて 11 名が加わることで本年度

の会員数 50 名体制と言う目標を早々に超える予定

でございます。しかし、それに甘んじることなく本

年度も新たに私含め増強チームが編成されましたの

で、我々は、更なる高みを目指して邁進する所存で

ございます。大変手前味噌ではございますが、これ

までもこれからも破竹の勢いで増強していく、私ど

もは 1 つの乗り越えなければいけない大きな壁があ

るように感じております。先週実施したクラブ奉仕

フォーラムで斉藤実パストガバナー補佐からご指導

頂きましたけれども、それは何かと言うと数も大事

ですけれども、やはり質も大事であるということを

考えております。これは当クラブの鈴木会員から理

事会ですとか夜の例会ですとか、我々が最も大事に

しております二次会ですとか、そういったところを

通じて会員数が増える事は素晴らしいことではある

と、しかしロータリーの精神が薄まる事のないよう

に既存のロータリアンは新入会員に対してロータリ

ーの何たるかこれを伝えるようにと、御指導を日々

頂戴しております。まさにここで東京臨海の進化が

問われるポイントではないかというふうに考えてお

ります。私、新会員ピックアップ増強チームとして

引き続き増強に努めて参りますが、それと同時にク

ラブ奉仕委員会の副委員長でもございますので新入

会員を担当されるカウンセラーの方々ですとか、ク

ラブ研修、あと闇のカウンセラーと言われておりま

す出席向上委員の皆様と連携をとりながら増強と同

時に、当クラブの質の高いクラブ作り、こちらにも

貢献していきたいとこのように考えております。 

 
■斉藤実パスト会長 

野生司ガバナーはじめ、ご来賓の皆様、本当に本日

はありがとうございます。また最後までお付き合い

宜しくお願いいたします。私の方からは会長幹事か

らのたっての希望で、今後のクラブの方針とか予定
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を少し述べさせていただければと思っております。

今年度佐久間会長のターゲットであります「会員増

強なくしてクラブの繁栄なし」はその通りだと思い

ます。クラブの発展なくては地区の発展もありませ

ん、今まさに必要な目標であると思います。高齢で

病気になり退会する人もいます。また今回のコロナ

の影響で会社が厳しくなり退会する人が出てくるの

ではないか思います。そんな時にやはり増強をして

おかなくてはいけないんではないかなと思っており

ます。今後の当クラブの予定としましては、先程か

ら皆さんおっしゃってる通り 50 名から 55 名の会員

数にし、東分区で東京東に次ぐ 2 番目のクラブにな

りたいと思います。スポンサークラブとして自立さ

せて新クラブ結成前の衛星クラブを立ち上げる準備

をむしろしていきたいと思っております。1 昨年誕

生しました臨海西ロータリークラブも順調に成長し

32 名の会員になりました。クラブの親睦と社会奉仕

活動に頑張ってております。もう一つのクラブであ

ります女性会員の多いクラブの臨海東ロータリーク

ラブは昨年何名か不幸があったりと、ちょっと会員

数が減少しましたが、先ほど会長が言いました通り

臨海グループとして、協力応援して 3 クラブで 100

名を超える軍団にしたいなと思っております。来月

8 月は会員増強・新クラブ結成推進月間でございま

すので皆様ご協力をよろしくお願いいたします。

我々としてはガバナー公式訪問ですので、切にお願

いしたい事はあまり必要のない地区委員会の集まり

等は労力とお金を使うわけで極力少なくして頂き、

クラブ負担をできるだけ軽くして、それを家庭集会

ですとか親睦とかそういったものに使えるようにし

て、頂ければクラブの活性化になるんじゃないかな

と思っております。大変生意気なことを言って申し

訳ございません。とは言っても当クラブからは 7 名

も地区に出向していますのでその辺はあえて意見を

させていただきたいと思います。あと当クラブは目

標としては、先ほど国際委員長からも話が出た通り、

創立以来バギオ基金に支援協力しております。まだ

27 年目のクラブとしては 2,400 万円近い資金を支援

している。また親睦の国際版と言われるバギオ訪問

交流には毎年大勢の人に参加していただいておりま

す。また先ほど社会奉仕委員長から話がありました

ように当クラブはオレンジボール、障害者のパラボ

ールフェスティバル、子供食堂らいおんはーと等々

で表彰もされております。今回、北分区は今年 IM を

中止したそうです、コロナの影響もあるかもしれま

せんけども関係者の苦渋の選択かと思います。変化

する勇気、これは大変高く評価しても良いのではな

いかと私自身思っております。これから我々もクラ

ブの繁栄になるように地域の公共イメージ向上につ

ながるように会員増強を頑張ってやっていく所存で

ございますので、今後とも御指導、御鞭撻よろしく

お願いしたいと思います。ありがとうございました。 

 

 

 

■講評 野生司ガバナー   

 
今お話をされた斎藤パスト会長は私と同業でありま

して、しかもロータリーに対する造詣が非常に深い

方で私が何も言う事は無いですけども、斉藤さんが

いつもご指導くださっていると思いますので、斉藤

さんがいる前でしゃべるのは恥ずかしい位な感じな

んですけども、ちょっと聞いてください。会長の今

年度のテーマ「会員の増強なくしてクラブの繁栄な

し」、これはまさに、今年度の地区のテーマと全く一

緒です。私が 1 番に言っている事は何が何でも会員

増強、2580 地区というのは日本に 34 地区あります

けども、その中で人口あたりのロータリアンの会員

数が 1番低い地区なんです。そういうことを 34 地区

の中で集められて研修を、この 2、 3 年受けてるん

ですけども、その度に言われるんです。2580 地区は

人数が 1 番少ないと、それをずっと私言われ続けて

おりましたんで、何が何でも会員増強と言う気持ち

が、そういう意味では会長と全く同じ気持ちです。

My ロータリー登録状況のお話があります。ここは

70%とすごいですね。若い会員の方が多いからですか

ね。非常に素晴らしいと思います。できましたら 100%

にもっていってもらいたいと思います。これも 2 、

3 日前に RI の日本の研修リーダーから送られてくる

んですけども、お前の 2580 地区はこれぐらいの登録

人数だよ、登録しているのは 33%、未登録 66%という

データになっております。各クラブの登録状況が後

から送られてきます。これによると東京臨海は 33 人

が登録して 76.74%、この時 43 人で 10 人が登録して

いないと、こういうのが各クラブに送られてきます。

ガバナーはずっと RI から言われながらやっている

ということを察していただきたいです。このクラブ

すごいですね。寄付額、財団米山、バギオ、今まで

どのぐらいの金額をやっているかと表にまとめてあ

って、こういのが出ているクラブ、出てないクラブ

あるんです。やっぱり出ているクラブは寄付が多い

です。ですから、これを見ながらたくさんの寄付を

していただきたいと思います。そして、なんといっ

ても、僕はこの名簿のデザインがすごいなと。すご

いきれいなデザインで毎年変わるそうなんですけど

も、そういうのも、また新しいクラブで出せれば非

常にいいなと。どんどん新しいことやってもらいた

いと思いました。先ほど、お話の中に「新会員ピッ

クアップ増強」と名前がいいですね。どんどんピッ

クアップしてください、これはなかなか他のクラブ

にはありません。なんといっても成長著しいクラブ

で非常に気持ちが良い。ガバナーの立場でいいます
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と、若い人がどれぐらいいるのかなと。ということ

で、来年のガバナーの為に出来ましたら会員の年齢

別の表をつけておいていただいて、それで次年度を

迎えると、どれぐらいの年齢の人がどれぐらい居る

かわかるといいです。もうちょっと言うと、5 年未

満の会員がどれ位、10 年未満、15 年、20 年と、そ

ういう表があるとガバナーとしては把握しやすい。

特に、他のクラブとこちらのクラブは違いますから、

そのようにしていただけると嬉しいと思います。ホ

ームページを拝見しましたがまだ直ってないんです

ね。もう 2020 年度 7月は始まってますので、ぜひホ

ームページの修正をお願いしたいと思います。ホー

ムページは非常にきれいに出来ててロータリーのカ

ラーであるブルーを使っていて凄く良いですね。社

会奉仕活動いろんなことやってますね。それも感心

しました。できましたらその活動ごとに SNS、

Facebook とか載せてください。若い人が多いのでで

きると思います。そうしてくれると、まさに公共イ

メージの向上にロータリーの宣伝に役立つと思いま

す。オレンジボール小学校 3 年生以下の野球の少年

にターゲットを当てる。なかなか着眼点がいいです。

そういうことをどんどんやってらっしゃるし、子供

食堂のらいおんはーとというような学習、勉強を見

てあげてると。非常に素晴らしいと思います。あと

ファイルを拝見しておりましたら、出席不良者には

連絡をする。発表にはなかったんですが、実際にや

ってるんですか？やることが若いパワーで違います

ね。1 つだけ残念に思うのは、今日ここでずっと見

てて女性会員、うちの地区幹事ですけども、このク

ラブに女性は居ないんですね。女性いるといいです

よ。ぜひ女性会員を入れるようピックアップ増強チ

ームの皆さんよろしくお願いしたいと思います。 

 

■閉会のご挨拶 佐藤大輔副会長 

 
 野生司ガバナーはじめ、ご来賓の皆様、本日はあり

がとうございました。お陰様を持ちまして大変活気

ある、そして、意義あるクラブ協議会を開催するこ

とができたと思っております。これで佐久間年度 1

年間皆さん一致団結してそして充実したロータリー

ライフを送っていけるよう頑張っていければと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 


