
 

 

2020 年 7 月 22 日 【第 1178 回】 

7 月 22 日の卓話 7 月 15 日の出席率 7 月 29 日の卓話 

 

野生司義光ガバナー公式訪問 

「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 
（東京臨海 RC･東京臨海東 RC 合同例会） 

会員在籍者数       43 名 

会員出席者数       33 名 

会員欠席者数    10 名 

本日の出席率     80.49％ 

「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 

≪第 1177 回 例会報告 2020 年 7 月 15 日≫ 

司会：舛本会員 

 
■点鐘：佐久間裕章会長 

本日は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策とし

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。 

また、2点ございます。1点目は、またコロナの感染

者が本日 333 人で増えてるという事ですので、皆さ

んコロナ対策独自でしていただけたらと思います。

私はロータリークラブが大好きなので、こうやって

例会ができる事を日々幸せに感じております。です

ので皆さん感染予防よろしくお願いします。2 点目

ですけども、先週の土曜日、自宅の外壁の塗装を来

月入るあいざわ君に依頼してたんです。その時に塗

装屋さんの社長が、たわいもない話から「会社を大

きくしたいんですよね、もっと成り上がりたいんで

すよ」という話をしてまして、そんな中、鈴木会員

が車で「ピューっ」と通ったんです、あの方に教え

てもらって会社が 12 倍になったんだよねと話をし

たときに「入ります」と。51 人目の入会者が決まり

ました。またまた臨海ロータリークラブが活気ある

クラブになっていくのかなと思ってます。 

■来賓・ゲストスピーカー紹介：佐久間裕章会長 

本日は、いらっしゃいません。 

■ビジター紹介：井上会員 

 金城健二様（入会決定者） 

 山口幸一様（東京城東ＲＣ） 

 
■会長報告：佐久間裕章会長 

・本日は、例会後 1 時 5 分よりクラブ奉仕部門フォー

ラムを開催致しますので、卓話はございません。 

 例会を 1時に終了させていただきます。 

・野生司ガバナー公式訪問は、次週 7月 22 日（水）で

す。当日は、例会前にクラブ協議会を行いますので、

会員皆様の集合時間を 11 時とさせて頂いておりま

す。会員皆様のご協力をお願い致します。 

 また、例会は、東京臨海東ＲＣ様と合同例会です。 

2020－2021 年度 

国際ロータリー第 2580 地区ガバナー 

野生司 義光（のうす よしみつ）氏ご紹介
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生年月日 1949(昭和 24)年 4 月 17 日 

事 業 所 株式会社野生司環境設計 代表取締役 

     株式会社建築家会館 代表取締役社長 

 

学  歴  

1973 年 3 月 千葉工業大学 建築学科 卒業 

 

職  歴  

1973 年 4 月 ㈱松田平田坂本設計事務所 入社 

1990 年 10 月 ㈱野生司環境設計設立 代表取締役就任 

1991 年 4 月 千葉工業大学建築都市環境学科 非常勤 

講師（現職） 

2010 年 6 月 ㈱建築家会館 代表取締役社長就任 

 

ロータリー歴（職業分類：建築設計） 

1991 年 7 月 東京小石川ロータリークラブ入会 

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 

2016-17 年度 ガバナー補佐 

2017-18 年度 地区拡大増強委員 

 

ロータリー財団メジャードナー 

ベネファクター 

米山功労者 

（2020 年 4 月 9 日現在） 

 

 

■幹事報告：坂本康朋幹事 

・次週 7月 22 日（水）の野生司ガバナー公式訪問では、

写真撮影もありますので、クールビズ期間中ではあ

りますが、ネクタイ着用でお願い致します。 

 また、会場は、クラブ協議会と写真撮影は 3 階、例

会は 4階です。 

・活動方針と計画書を会員皆様のメールボックスに配

布しました。次週 7月 22 日の 11 時 15 分開始のクラ

ブ協議会にも持参くださるようお願い致します。 

 
 

■委員会報告 

・クラブ奉仕委員会（佐藤大輔委員長） 

 本日は、例会後 1 時 5 分よりクラブ奉仕部門フォー

ラムを開催致しますのでご出席をお願い致します。 

・らいおんはーと委員会（田村社会奉仕委員） 

 らいおんはーと子供食堂にお邪魔しての移動例会は、

8月 19 日（水）を予定しております。移動例会の出

席の有無と送迎バス利用の有無をご連絡下さるよう

お願い致します。 

 

 

■出席状況報告：岩楯会員 

⇒詳細 1頁バナー下に掲載。 

 
■ニコニコ BOX 報告：櫻田委員 

(ご意向)本日のクラブ奉仕フォーラム、皆様よろしく

お願いします。：佐久間裕章会長、佐藤大輔副会長、

坂本康朋幹事 

(ご意向)クラブ奉仕フォーラムよろしくお願い致しま

す。：本多会員、村社会員、須藤会員、酒井会員、 

尾身会員、斉藤会員、佐藤正樹会員、柴田会員、 

勝間田会員、杉浦会員、井上会員、太田会員、内海

会員、白井会員、山田会員、篠塚会員、大西会員、

田中会員、田村会員、伊藤会員、入澤会員、小松会

員、白幡会員、舛本会員、櫻田会員 

(ご意向)佐久間裕章会長、チバリョー!! ガンバレ!! 

 ：今井会員 

 

 
■卓話 本日、卓話はありません。1 時 5 分よりクラ

ブ奉仕部門フォーラムを開催致します。 

 

■点鐘：佐久間裕章会長 

 皆様お疲れ様でした。尾身親睦副委員長の顔が、ど

んどん青くなっているのがお分かりでしょうか、本

日笹本さんと榎本さんが、いらっしゃらないので先

ほど尾身会員に代読ですかと、話を聞きましたら「ハ

ッ？」というリアクションされていました。後ほど

親睦委員会からの熱い想いの丈を聞けるかと思いま

すので、楽しみにして頂けたらと思います。 

 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

2020 年〜2021 年度 東京臨海 RC  

クラブ奉仕部門フォーラム 
各委員長、担当から所信表明を頂くこと、会員皆様か

らの想いを伝え合うことで、ロータリークラブ・会員

同士の理解を深め合う。クラブへの参画意識を高め合

い、更なるクラブ活性化に繋げる。という趣旨でクラ

ブ奉仕フォーラムが催されました。 

 

【29 件 47,000 円 今年度累計 245,000 円】 
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■会長ご挨拶   

佐久間裕章会長 

 皆様お疲れ様です。本日はお忙しい中、こうして残

っていただき誠にありがとうございます。クラブ奉

仕フォーラムということで、次週は野生司ガバナー

に来ていただいてクラブ協議会を開催させていただ

きますけども、今回はそのリハーサルということで、

皆さん、私はロータリークラブに入って 8 年目なっ

たんですけども、新入会員の頃ほぼ親睦がメインで

来ていたんじゃないかなと記憶がございます。です

ので、そこから例会の参加率というか、例会に参加

することが毎週のルーティーンとなり、私のロータ

リー活動の一つになりました。ですので今回ですね

8月も今日金城さんに来てもらっておりますが、7名

の入会者がいます。で、先ほどお話しさせていただ

きました 1 名また入会者が増えるということで、古

くからいる会員の皆様におきまして、若い新入会員

の皆様に御教授いただく一年になるんじゃないかな

と思います。クラブ奉仕フォーラムの中で特に親睦

の方、尾身親睦委員長からいろいろ目的があるとい

う事ですので皆様その想いの丈を聞いていただいて、

この臨海ロータリークラブ活動に参加していただい

て、活気あるクラブを共に作っていき、人間として

もロータリアンとしても、みんなで共に成長してい

きたいなと思いますので、ぜひぜひ長時間に渡りま

すが皆様よろしくお願いいたします。 

 
■司会・進行   

佐藤 大輔（趣旨説明・進行） 

 来週、ガバナー公式訪問があります。例年ですと、

その時のクラブ協議会での発表のリハーサル的な要

素が非常に強いクラブ奉仕部門フォーラムですが、

今回、先程、佐久間会長からお話があったように 51

名に達する会員のクラブになるということで、また、

新しく入られる方が多い中で、この臨海ロータリー

クラブ今年 1 年間、どういう風に盛り上げていこう

か、そういったところをそれぞれの委員長さんに今

年度の思いを所信表明という形で、お話しいただい

て、レジメの順番で委員長さんには発表していただ

きますが、その後、発表のない方も順番に一言ずつ

発表していただきたいと思っております。最後に斉

藤実元ガバナー補佐より講評を頂き、本日は終了と

言う形を取りたいと思っております。よろしくお願

いいたします。 

 

■親睦活動委員会   

尾身副委員長 

活動計画に関しては新入会員 3 名入会した時と書い

てありますが、先ほど佐久間会長がおっしゃられた

ように 9 月までに 8 名が決定している状況なので 9

月の 1 日、9 日、16 日どこかで千代田で計画をさせ

て頂いているので、書面にて皆様にご報告させてい

ただくような形をとります。親睦ゴルフ会に関して

は日程を把握しておりませんので、今後、親睦だけ

でなく臨海だけのゴルフとかも常にやっていきたい

と思っております。レクリエーションですが、ゴル

フ幹事の榎本さんと一緒に計画を立てて、常に皆様

と親睦を深めていきたいと思いますのでよろしくお

願いいたします。 

 
■会場監督委員会  

 ①今年度の運営に関して等   

勝間田健一委員長 

明るく楽しく為になる事を常に心がけていきたい

と考えております。毎年新しい役職を頂けていて、

せっかく任せられていますので、最低 1 つはその

役職役職で新たな企画、新たなルール作りを行い、

まず会員が楽しめ、クラブ運営に迷ったり疑問に

思ったりしないよう明確にしていきたいと考えて

います。今年度は、今までと違ったプロジェクタ

ー担当というものを設けさせていただいて年間を

通じて担当を決めさせていただいております。よ

ろしくお願いします。 

 

 ②例会制作（ソングリーダ）  

伊藤丈史副委員長 

今期 1 度も指揮をしていないんですが、ロータリ

ーの歌って、すごい心得でもあると思いますんで、

そんな心得がしっかりと染みて、なおかつ元気に

皆さんが活動できるような、意気込みというかパ

ワーを与えれるような、ソングリーダーを務めて

いきます。よろしくお願いいたします。 

 
 ③出席向上（出席不良者連絡） 

鈴木孝行副委員長 

私どものクラブ、本当に若い方々が増えてきまし

た。もちろん皆さん現役ですよね、出席を第一に

考えていただきたいというのが 1 番なんですが、

やはり現役の仕事の時にはなかなか出来ないこと

も有ります。ほんとに来たいんだけども仕事でっ

ていうときには仕方ないと思うんですが、1 回来

なくなっちゃうと来づらくなっちゃうんじゃない
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ですか。そんな時に相談に乗るという相手が必ず

必要となってきます。ましてや若い人たち、仕事

の事、会社の事、従業員の事、いろんな悩みもあ

ったりするんですね、実は出席不良者連絡という

のは電話して「おーい、最近どうしてるんだ？」

と実はこんなことがあって、そうかって。「今晩飯

でも食わないか？いっぱい飲まないか？」という

ところから、その人を明るく例会に出席したいよ

うな雰囲気を作るってというのが実は本当の仕事

でございまして、影の隠れたカウンセラーと呼ん

でいただいても良いんじゃないかと思っておりま

す。データをとって 1 ヵ月間、来ない人には連絡

するんですけども、いつも事務局の佐藤さんにや

ってもらってます。地引さんには何回か電話しま

した。出席不良者へ連絡しろよって、そしたら自

分が出席不良者だったんです。そして、もう一つ

欠席多数の会員が退会を決意した時、進退をどう

しようかというのであれば相談に乗るんですが、

書こうかどうか迷ったんですが、退会を決意した

ときには、すぐに応じたいと考えております。こ

れは自他共に為にならないと考えるためであり、

各自が一国一城の主であることを尊重します。で

すから、私は辞めたいという話になったら何があ

ったのと聞かないで「そっか」と言って、それで

終りにしようと思っております。子供じゃないし

皆、何十人もの社員を背負って一国一城の主で自

分で切り開いてきた方々が多い中で、やはり辞め

ると決めたらそうかいって、笑って送ってあげる

のが私はロータリーじゃないかなと思っておりま

す。この件に関して斉藤パストガバナーはすごく

反対なんですけども、後ほど講評をください。楽

しくするのは自分たちなので、人は楽しくしてく

れませんので自分だけ浮いてれば、いつかは居場

所がなくなります。自分の居場所を作ることをみ

んなで考える。そのための出席向上委員会だと思

っていただければと思います。よろしくお願いい

たします。 

 

 ④出席向上（出席率発表）   

佐藤正樹委員 

私自身入会して 12 年目となっておりますが、ロー

タリーの価値・意義というのを僕なりに理解させ

ていただいて成長できる、成長させていただける

場なのかなと、しっかりとした価値観を持ってい

られるので、こういう風に例会に参加できてるの

かなと僕自身思っています。というところで、今

後多くの新入会員さん、そして既存の会員さんに

も私なりにそういう意義ですとか価値ですとか、

少しでも共有できるように働きかけていきたいな

と思っています。出席率に関しては 80%目指して

勝間田委員長、鈴木副委員長に協力いただきなが

ら、数字としては目指していきたいです。発表の

機会なんですけども、私自身もいろんな役回りを

やらせていただいてきましたので、僕自身が発表

するというよりは、新しく入られた会員さんに、

皆様の前でお話しするような機会をどんどん、ど

んどん積極的に作らせていただきたいなと思って

おります。 

 
■プログラム構成委員会  

 ①会報            

篠塚慎之介委員長 

紙媒体での週報の作成がメインの業務になってお

ります。柴田会員と役割分担しながら週報を淡々

と作っております。今までもそういった事はやっ

てきておりますので、これからも続けていきたい

と思います。そして、時代の流れとともに公共イ

メージという所にロータリー的に今後拡大という

意味では重要になってくると個人的には思ってお

ります。SNS をもう少し活用した形での週報発信、

今よく YouTube でいろいろ発信をされてる方が多

いと思うので、そういったところも取り入れなが

ら、今後はやっていかなきゃいけないと思ってお

ります。特にウチのクラブは、若い人が多いので

そういった今後を繋いで行く若い世代へ向けたコ

ンスタントな活動を、この私の時に始めて、今後

それが育っていけば今までと違う媒体での増強と

いうのも、見えてくるのかなということを思って

いるので、口で言っても何も実行してないので、

実行できる年にしていきたいと思っております。

よろしくお願いします。 

 

 ②ＩＴ・公共イメージ     

柴田剛副委員長 

私としては決して得意分野ではない感じがします

けども、活動方針ですが先ほど委員長がおっしゃ

いましたがクラブ会報、週報の作成の補助的な部

分、毎週、卓話などあった場合、録音したものを、

文字起こしをしてデータにし、委員長に送らせて

いただく作業をやっております。そういったこと

を通しまして、ロータリークラブの会員相互の交

流だとか、連携、情報交換の情報源となればとい

う活動方針でございます。会員一人一人が必要と

するものを収集できる資料となり、例会内容やク

ラブ活動内容を的確に発信できる媒体ということ

につながっております。活動計画ですが、IT 機器

の保守なども仕事の 1 つで、パソコンやプロジェ

クターの管理をさせていただきます。また必要な

IT 機器がございましたら、更に導入させていただ

く事を、こちらから提案させてもらえればと思い

ます。またホームページの保守・整備をこちらで

管理することになっております。先ほど委員長が、

おっしゃいました SNS をどんどん活用していきま

して動画ですとか、もしかしたら今後、先週、海
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老沼ガバナー補佐がおっしゃってましたけども例

会に参加できない方でも、web でのという流れに

なるようでしたら、そこにも協力させてもらえれ

ばと思っております。公共イメージ向上というと

ころですが、地区プロジェクトや行事について報

道機関に紹介だとか PR していきたいというよう

な活動、地区公共イメージ委員会へ当クラブの社

会奉仕活動状況を随時報告し、クラブとクラブ、

地区とクラブ、R I とクラブが直接コミュニケー

ション出来るように IT 化支援というような活動

計画でございます。 

 

 ③プログラム         

田中紘太委員 

まだ入会して 1 年経ったか経たないか位でありま

して、初めての役割ということなので一生懸命務

めて参りたいと思います。プログラム担当としま

しては、主に会員の卓話を基本に進めていきたい

と思っております。活動方針としまして、お互い

をよく知りコミュニケーションを深め会員親睦へ

つなげていきたいと思っております。活動計画と

しましては年間行事予定に基づき担当各位への準

備を遅延なく促したいと思います。新入会員のイ

ニシエーションスピーチの機会を設けまして、会

員相互の理解と交流に役立てるよう努めて参りた

いと思います。イニシエーションスピーチを私も

やらせていただきましたが、今年度新入会員の方

も非常に多いので随時お声をかけさせていただけ

ればと思っております。 

 
■ロータリー情報（クラブ研修リーダー兼務） 

入澤昭彦副委員長 

ロータリー情報はこれで 2 度目をお受けする形に

なります。クラブ研修リーダーは、初めての役職

となっております。活動方針としましては、新入

会員や入会が浅い会員が今、増加しているという

クラブの現状に鑑みまして、ロータリーの基本的

な情報とかを皆さんに理解していただくような計

画を立てていきたいと考えております。具体的に

は、まず 1 つとしましては、ロータリーの友を熟

読いたしまして、皆さんに有益と思われるような

情報は例会などで皆さんに情報提供していきたい

と考えております。また例年行っております、オ

リエンテーション。これは三役とのご相談なんで

すけども、新入会員歓迎会の場、できればその前

の時間帯を使ってオリエンテーション等を開催で

きればと考えております。また 11 月と 6月、年に

2 回家庭集会といいまして、少人数でお酒を酌み

交わしながらもっと深い、例会では話せない深い

話など、皆さん少人数でやる家庭集会、これを開

催したいと考えています。ただ人数が増えてます

ので、グループを増やすべきか今思案中なんです

が、これも三役の方々と御相談しながらいきたい

と考えております。皆さんに 1 年間ご協力お願い

したいと考えております。よろしくお願いいたし

ます。 

 

■新入会員選考（会員選考・職業分類） 

杉浦孝浩副委員長 

 今年度は、特に佐久間会長の本丸である会員増強に

深く関わる役割ですので、しっかり行っていきたい

と思います。内容に関しては表立って何かをすると

いうのは特になくて、どちらかというと理事会、役

員会の中で活躍することが多いのかなと思っていま

す。あと新入会員が今年度たくさん入ってくると思

いますので状況に合わせて、会社訪問もしっかりや

っていきたいと思います。活動計画の中にあえて今

回会員選考の手順というものを載せたんですけども、

今まで理事会でなんとなく手順を踏んでやっていた

んですけども、ちょっとわかりにくいところもあっ

たので、あえて今回選考の手順を載せさせてもらい

ました。まず皆さん、これは覚えておいて欲しいん

ですけども、会員選考手順としまして、推薦された

会員候補者の入会申込書と履歴書、これがセットと

なり推薦者が取得します。その後、私と諸団体新会

員ピックアップ増強チームの舛本副委員長と会社訪

問をおこないます。その後、理事・役員会が受理し

内容を検討し正式に推薦者 2名とカウンセラー1名、

所属委員会と職業分類を決めて、入会日を仮決定し

ます。その後、事務局佐藤さんより全会員へ候補者

の資料をメールにて配信させていただきます。1 週

間以内に会員様より異議がなければ入会決定という

流れになります。皆様ご認識ください。それと職業

分類ですが、随時精査していくんですけども、今後

ピックアップ、増強していく上で、1 つ参考にして

いただきたいのは、ここに名前が入っていない職業

が埋まっていくとまたクラブの交流の深みも変わっ

てくるのかなと思っておりますので、当然同じ業種

でも全然制限は無いんですけども、ここに名前のな

い業種を意識していただけるとクラブの活性になる

と思います。私からは以上です。ありがとうござい

ます。 

 

■基金活性化               

 ①クラブ基金         

髙橋映治副委員長 

  御手元の資料を御参照ください。 
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②ニコニコ          

櫻田誠一委員 

活動方針なんですが、特別事業の資金として積み

立てられることができる、大切な基金ということ

をアピールし積極的な寄付を求めたいと思います。

計画といたしまして、本来のニコニコボックスの

主旨、クラブ会員の皆様のお仕事やプライベート、

よかったことを聞き取りして、「幸せのおすそ分け」

を頂戴いたしまして、平和的な寄付を皆様にいた

だきたいと、積極的にいただきたいと考えており

ます。発表の際は大切なお金をいただいてるわけ

ですので「明るく」「楽しく」「元気よく」、感謝の

気持ちを込めて発表したいと思っております。 

 

■諸団体交流（新会員ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ増強ﾁｰﾑ） 

舛本俊輔副委員長 

先ず、1 年前に時を戻させていただきます。昨年佐

藤正樹会長率いる当クラブの 26 期は、会員数 38 名

でスタートいたしました。誠に残念ながらこの 1 年

間で 3 名の会員の方が退会したものの、この期に会

員のさらなる増強を目的とした我らが、戦略的組織

新会員ピックアップ増強チームが創設されまして、

そのチームの目覚ましい活躍により、新たに 6 名が

入会することになりました。当クラブは、その段階

で会員数 40 名体制を作ることができました。この佐

藤パスト会長が掲げた偉業の歴史を塗り替えるべく

50 名体制という、高尚の目標を初声高らかに宣言し

た佐久間裕章会長率いる今年度初例会、無事 2 名の

入会を執り行う事ができまして結果 43 名でこの 27

期をスタートすることになりました。これに加えて

現在7名+本日1名の新規入会が確定しておりまして、

9月までには 50 名の目標が早々に達成される模様で

ございます。これはひとえに、臨海の皆様のお力添

えであってこそであり、このコロナ禍において臨海

の理念の輪がこれほどまでのスピードで広がってい

く姿には驚きを隠せません。しかし、どうやら我ら

の若き指導者は、この猛進撃を止める術をご存じな

いようです。その証として今年度史上最強の新会員

ピックアップ増強チームが編成されました。そのメ

ンバーは 4 人、先ず一人目は、前年度パスト会長の

佐藤正樹会員、続きまして前年年度パスト幹事にし

て本年度 2580 地区の CFO 杉浦会員、続いて臨海入会

半年にして 5 名の会員を獲得するというロータリー

を愛して止まない伊藤丈史会員、まさにこのドリー

ムチームがロータリーの歴史をその名を刻むべく、

パールハーバーの幕が切って降ろされました。果た

して私は本年度も何か役に立てることがあるでしょ

うか。そんな弱音を吐いてる暇はありません。私も

ヘッドハンティング会社代表取締役として恥ずかし

くないと言える活躍を考える所存です。具体的には

東京商工会議所、青年会、BNI、法人会などの各種業

界団体からのヘッドハンティングでなくピックアッ

プを促進し、本年度少なくとも 55 名体制、佐久間裕

章会長個人的な思いとしましては 70 名体制をいき

たいというようなことを伺っておりますが、いずれ

にせよ我々ができるすべての活動に身を投じる覚悟

でございます。8 月は会員増強月間です、ますます

気を引き締めて、この任務に邁進する所存でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

 
■会員の声（意見・想い） 

 ・地引会員 

佐久間会長の下、私も微力ではありますがご協力で

きればと思っております。がんばります。ありがと

うございます。 

 

・須藤会員 

皆様の若さ溢れる発言を聞きましてびっくりします。

江戸川にクラブが 6 つあるんですが、この中で 1 番

なんです。今親クラブが 41 名とか言ってましたから、

今現在でも追い越してます。この間も葛飾のクラブ

の人と話したんですが、もう人数がいない、メンバ

ーがいなくて駄目になっちゃうと言ってるんです。

佐久間会長率いる臨海クラブは益々発展していくと。

若さってすごい良いですね、苦しみ悲しみを喜びに

変えられる事が若さなんです。私位になってくると

駄目なんですよ。もう歳なので、自分の運命に柔順

に従うと、こういう風になっちゃいけないんですよ。

皆さんは苦しみ悲しみを喜びに変えて、そして次の

時代に繋げていくというふうに頑張っていただきた

いと思います。皆さんの発言を聞いてみますと、ウ

チのクラブはますます発展すると、皆さん全うな話

をしてるんですね。さっきも鈴木会員が、「みんな拍

手しようよ」と。本当にそうなんですよ。そういう

ことをきちんと言える方がいて、このクラブが発展

していくのではないか思います。よろしくお願いい

たします。 

 
・山田会員 

新会員ピックアップ増強チーム力強い発言で本当に

すごいなと思ってるところです。本当に驚きながら

必死でついていく感じですけども、できるだけ一生

懸命やっていきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 

・今井会員 

若い方が非常に多いので、ぜひ若い方に期待して、

来週のクラブ協議会はガバナーが公式訪問されます。
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ぜひ若い方には、この報告書4ページから12ページ、

それぞれ、これまでのメンバーの方のクラブやロー

タリーに対する奉仕、サービスを実践したものの記

載です。ロータリー財団、米山奨学会、バギオ基金、

今年度強く推奨されているクラブ基金、このような

ものに、このような方が、これだけの金額を寄付さ

れてます。ぜひとも、これは寄付を強請するのでは

なくて、これからロータリーが考えるサービスの実

践という事ですので、新しく入った会員の方、ぜひ

こういうのを覚えていただいて、これを実践してい

ただき、今日配られた手帳の写真の右下のほうに PHF、

ベネファクター、バギオ基金特別功労者こういうの

が記載されるようになってます。ぜひともこういう

サービス、この方はこんなに沢山のサービスを実践

されているんだなと、こんなにたくさんの寄付をさ

れているんだなと、来週のクラブ協議会で使ってい

る報告書を見ると一目瞭然になってます。ぜひこの

辺を実践していただきたいなと思っております。 

 
・田村会員 

27 年目、うちのクラブもどんどん成長して、益々新

しいメンバーが増えて非常に嬉しく思います。数は

力なりというような所も、実際あるかと思います。

他で増えてるクラブというのはほとんどない。減っ

ているクラブがほとんどですから、増えているクラ

ブというのは非常に貴重だと思います。ロータリー

は私が携わってきた中で、最初はなんかめんどくさ

いというような所がいっぱいあると思います。それ

は仕方ないことだと思ってます、みんなで触れ合う

中で、親睦を深める中で、あーそっか、こういう事

はこうだな、そういうことなんだなと、だんだんわ

かってくると楽しくなってきます。それにはロータ

リー、ロータリアンの 3 つの義務、①会費を納める

こと②例会に出席すること③ロータリーの友を購読

すること、この 3 つをぜひ守っていただければ、義

務を全うしていただければ、その中で生まれてくる

物が沢山あると思います。また得るものもたくさん

あると思います。人生の先輩、経営の先輩の方々が

いっぱいいますので、悩んだ時、気軽に相談できる

仲間というのは滅多にいないと思います。ロータリ

ーはいろんな話ができると思います。いろんな方が

いらっしゃいます、仕方ないなと最近思います。拍

手しない人もいるんだなと、今日つくづく思いまし

た。言ってもダメだな。いろんな人がいるんだな、

良い悪いはともかくとして、良いところを見ていき

ましょう、悪いところは目をつぶりましょう。私は

そう思いました。 

 

 

・太田会員 

1 月に入会させていただき早 6 ヶ月。内容的にはコ

ロナの影響で 3 ヶ月ほど参加ができなかったんです

けども、この半年の中で、皆さん魅力のある発言が

できる方たちがたくさんいらっしゃる。いろいろ本

当に勉強させていただいております。私も皆さんみ

たいに魅力ある発言ができる人間になっていきたい

と思いますので佐久間会長、皆様今後ともよろしく

お願いいたします。 

 
・白井会員 

60 代半ばになってるんですけども、入らせていただ

いてから 1 年でございます。感想みたいなものなん

ですけども、私は縁あって臨海ロータリーに入らせ

て頂き本当によかった。自分のためになっていると

思います。仕事柄どうしても来られない時があるん

で、早く帰れる時もあるんですが、ここへ来ますと

4 つテストの言葉にある「好意と友情を深めるか」

という言葉が大好きなんですけども、なかなか私は

友人作りが下手な人間で、知り合いは多いんですけ

ど、ここに来ると気負わず何かほっとした気がすご

くします。それからもう 1 つ、ロータリーに「入り

て学び、出でて奉仕せよ」という言葉も大好きなん

ですけども、この年でやっぱり学ぶということが貴

重で、お話を聞いてすごく毎回毎回、皆様の態度と

か、お話。私は会社の社長じゃないんで、皆さんか

ら学ぶところが非常に多くあって、自分のためにな

ってるように本当に思っております。ですから皆様

に感謝することばかりが多くあります。できたら皆

様方と年齢がだいぶ、私のお子さんみたいな方がい

らっしゃいますんですが、お友達がいないんで凄く

うれしいなというのが 1 つです。もう 1 つお話しす

ると、私の事業所が NPO 法人のらいおんはーとから

出ております。皆様から支援されて出来ている所な

んですけども、ぜひ 8月 19 日は及川理事長とも話し

てるんですけども、鹿骨の会議室をお借りしてます

ので、ぜひ現場を見ていただいて及川理事長も、ぜ

ひ来ていただきたいと言っておりますから、もしで

きたら子供たちもいるかもしれません。いつものよ

うにカレーを出せるかもしれませんので、現場を見

ていただけたら有難いというふうに、やっぱり子供

たちとちょっとでも触れていただくと、始めての方

もいらっしゃるかもしれませんけど、違うと思いま

すんで、ぜひ、おいでいただきたいというのが、今

も急なことがない限りというのが今の気持ちです。

どうぞこれからも仲間として、よろしくお願いしま

す。ありがとうございました。 
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・金城会員（８月入会予定） 

江戸川区葛西の方で建築の内装工事店をやっており

ます金城と申します。今回、今日 3 回目で 7 月 1 日

に初めて来させていただいていて、来月から会員と

して活動させていただきます。このロータリークラ

ブは初参加なんですけども、この会を通して人とし

て、経営者として、男として、成長していければと

思いますので、皆、様今後ともどうぞよろしくお願

いいたします。ありがとうございます。 

 
・白幡会員 

昨期は今井さんのご指導のもとニコニコの受付担当

とさせていただきました。1 年間携わることによっ

て皆様のことを知ることであったりとか、クラブの

ことを知ることができた 1 年だったんですけども、

今期は特に役割は無いがゆえに、さらに皆様の活動

を学ばせていただきまして次年度以降、自分が役割

を仰せ付かった時に、さらに良いクラブ作りになれ

るように、学ぶ 1 年間にしていきたいなというふう

に思っております。よろしくお願いいたします。 

 

・本多会員 

新しい方がこの半年、佐久間会長のパワーでだいぶ

新しい方が増えました。私は今回 15 年目になります。

丸14年、私が入った時は私の年下は1人だけでした。

38 歳で入会しました。今ロータリー自体が、私ども

のクラブを見ていると変わろうとしてるんだなと、

すごいこの 1 年間痛感することがありましたので、

皆さんから、色々な事を学ばせていただきたいと思

っている事と、できれば皆さん持ってらっしゃる職

業が、未だ、いまいち私の中でも皆さん全員を通し

て、わかりあえてないというか、内容がつかめてま

せん。もっと今回入った人、「ぐいぐい来てください」、

「ぐいぐい来てください」。それで、うちのクラブは

成功した人が何人も出ていますので、そういったと

ころを少しでも吸収して最後、奉仕活動につなげて

いって欲しいなと思います。よろしくお願いします。 

 
・小松会員 

入会が 3 年半というところになりまして、若手若手

と言っていただきながらも 3 年半も経ったのかなと、

いうところがございます。なので本年は佐久間会長

が会員増強というところをターゲットとして取り組

んでいらっしゃるので、そこに向け私もできること

をやっていきたいなというのと、合わせて先ほどク

ラブ奉仕のお話を、皆様からお聞かせいただいて、

今年は私、国際奉仕委員長を拝命しておりますので、

国際奉仕委員も負けないように頑張っていきたいな

と思うところでございます。 

 

・井上会員 

今年は青少年奉仕委員会の委員長をしっかりとこな

して参ります。私も様々教えていただいて育ってき

ましたので、これから新人の方も入るということで、

また引き続き色々とお伝えしていければと思ってお

ります。よろしくお願致します。 

 
・村社会員 

今年社会奉仕委員長を仰せ付かりました。佐久間会

長にぜひぜひと、ご指名されまして私に適任の役を

頂きまして本当にありがとうございます。社会奉仕

委員長としても頑張りたいと思います。今回ですね、

こういう形で会の増強という形で、若い人たち、私

たちが入った時も、そういうふうに言われていたん

ですけども、更にということで、私も入った初年度、

2 年度までは現役をやりながら例会になかなか参加

できることが少なくて、やはりどうしたら参加でき

るようになるか、もしくは参加の方に意欲が向くか、

いろんなことを考えてやってきました。1 番最初に

いろんな方に教わったのは、ここにきて例えば仕事

の話するでも、聞きたいことがある人がいるでも、

いろんな方がいらっしゃるので教えていただけると

いうことが、いろんなことが、仕事につながるとい

うこともあって、自分も早く来るようになったんで

す。その時間帯にいろんな会話ができて例会だけで

はなくて仕事の話ができるようになったということ。

やはりコロナで厳しい状況の中で会員が増えるとい

うのは、中々無いクラブだと思います。ですので、

イニシエーションスピーチは主に新入会員の方がや

っておりますけども、もう 1 回古い方もやってはど

うかと、どういう仕事をしているかとか、皆さん結

構知らない方も未だにいますんで、そういう方で、

もう 1 度、お客さんを呼んで勉強する機会も必要な

んですけども、もう 1 度、1 回、人数が増えたこと

によって、そういうこともやっていくのも必要かな

と思いますので、プログラム担当の方ご検討の方、

よろしくお願い致します。私も社会奉仕委員長とし

て、今年度頑張って参りますので、社会奉仕フォー

ラムの時細かくお話ししていきます。ありがとうご

ざいました。 
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・寺田会員 

入会して 1 ヵ月と 2 週目です。今、諸先輩方の挨拶

を聞いておりまして、マイクが回ってくるのがこん

なにドキドキするものかと、今でも心臓がバクバク

しております。私は結構、今まで話すのが得意だと

言って世の中を渡ってきたんですが、物凄く緊張し

ています。このクラブに入らせていただきまして、

まだまだこれから仕事、友人作りのために出席をし

て自分を理解して頂き、もっと上にいきたいと思う

ようになりました。昨日、田中会員からメールにて

イニシエーションスピーチを仰せつかりましたので 

30 分の中で自分をさらけ出したいと思っております。

これからも頑張っていきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

 
・岩楯会員 

今月入会いたしましたが、非常に例会出席は緊張し

ておりまして、毎週火曜日になると妻から顔がいつ

もと違うねと言われます。私が今最年少ですが、来

月は下から二番目ということで残念ですが、今年の

私ができることは、まず出席することだと思ってお

りますので、皆様と交流を深めていけたらと思って

おります。よろしくお願いいたします。 

 

・内海会員 

私も緊張しております。火曜日の夜になると妻に顔

がこわばっていると言われております。ですが、三

回目の参加となり、だんだん慣れてはきました。今

後は生活リズムを整えて毎週参加させていただきま

す。まだコロナウィルスの影響で最初のセレモニー

などをしておりませんが、４つのテストの 3 番目の

好意と友情を深めるかが素晴らしいと思っておりま

すので、また懇親会などに参加させていただいて、

親睦を深めていきたいと思っております。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 
・酒井会員 

8 年目になりました。前年度のクラブ奉仕委員長が

敷いた組織運営がしっかりできる形になってきてい

まして、ここまで人数がいれば人配をきちっとでき

ます。ここまでクラブ奉仕ができるクラブは珍しく

て、20 名クラブなどではここまでできません。です

が、皆さん、万遍無く出れない部分はありますので、

他の 4 大奉仕の方々も、穴が開いたときは皆で協力

しながら、クラブ奉仕にみんなが参加できるように

して、クラブを良くするということは皆に還元され

るということです。4 つのテストに関しては職業奉

仕の中でしっかりやっていきます。ぜひみんなでク

ラブ奉仕に協力しながらやっていきたいとおもって

おります。よろしくお願いいたします。 

 

・坂本幹事 

佐久間会長らしい一年にしていけるように陰でサポ

ートさせていただければと考えていました。着任前

から打合せを重ねて、コロナ禍ではありますが例会

も開始することができました。臨海らしいクラブ運

営ができればクラブ活性化ができると思っておりま

すので、皆様、ご参加をお願いいたします。みんな

のためになるかということを今年一年間考えながら

運営いたしますので、細かい所が沢山ありますが、

皆さんのご理解をいただきながら、是非ともご協力

をお願いいたします。 

 
■講評            

斉藤実元ガバナー補佐 

自分の 30 年近いロータリーの経験と勉強してきた

ことを、参考になるかわかりませんが、僭越ですが

お話できればと思います。先ず今年度、佐久間会長

の会員増強なくしてクラブ繁栄なしということです

が、これはロータリークラブにとって一番大事なこ

とだと思いますので、これを実現できるように皆さ

んと協力していきたいと思っています。クラブ奉仕

はクラブが存在しなかったらこのように語らうこと

すらできないので、奉仕活動の中では一番クラブ奉

仕が大事なんです。クラブを大切にすることが社会

奉仕や職業奉仕につながってきます。親睦活動奉仕

委員会がクラブにとって一番大事な委員会ですので、

尾身副委員長に頑張ってほしいです。親睦委員会と

いうのは、忘年家族会や親睦旅行は行っていると思

いますが、冠婚葬祭の指揮をとるのも親睦委員会で

して、メンバーからいただいた香典などはお返しせ

ず、半分はクラブ基金に入れるというのも、新しい

会員は知らないことだと思います。それから、クラ

ブ基金は 30 万円を超えるとクラブ功労者で、15 万

円で準功労者となりますので、こういった寄付をし

ていく事の誘導なども親睦委員会には必要になると

思います。ゴルフの親睦については、Bクラスの親

睦を創ったりしてみんなが楽しめるアイデアもある

と良いかもしれません。SAA は例会に来て一番権限

のある委員会です。昔は東分区の癖として、卓話が

始まる前にほとんど帰っちゃったりしていたのです

が、入り口に立っていて帰さないなどということも
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していました。席割についても毎年決めていますが

その通り座っていないように見えるので、仲良しだ

けで集まるのではなくて、ランダムにしたりと、例

会を楽しくしてみるのも良いかもしれません。例会

の大事なところでうすので、よろしくお願いいたし

ます。ソングリーダーについてですが、季節ごとの

歌なんかを用意するのも良いかもしれません。昔は

生ピアノ演奏の中で歌ったりもしていました。プロ

グラムについては、予算に関わることなのですが、

過去に週報ファイルを用意している時期もありまし

た。バックトゥベーシックではないですが、良いも

のはまた採用するということもお考えください。オ

リエンテーションをできる会員が今は 2人しかいな

いので、もう 2人くらいはいてもいいかもしれませ

ん。来週のガバナー公式訪問ですが、5大奉仕は発

表する時間がありますので、ガバナーや地区幹事は

資料を熟読してくると思いますので、記載のとおり

ですとした上で、それに対する自分の意見等を発表

するようにした方がいいと思います。また、諸団体

交流ですが、ある程度の人数になったならば衛星ク

ラブや新クラブ結成という方向に向いた方がいいと

思っています。ホテルを借りて行う例会は、50 名以

内でないと交流が難しくなるので、超えてきたら新

クラブへという考え方もあるかと思います。一つだ

け根底に置いておいていただきたいのは、ロータリ

ーは量か質かといったら質なので、新しい会員を育

てていくというが先輩たちの役割なので、自覚して

実践していけばさらに良いクラブになると思います。

以上です。ありがとうございました。 


