２０２１年１２月３日
東京臨海 RC
【第 1２２２例会】
東京臨海北斗 RSC 【第３１回例会】

１２月３日（金）の卓話

１２月８日の卓話

臨海４Ｒ合同例会
「 江戸川区児童相談所について 」
江戸川区児童相談所（はあとポート）援助課長
上坂かおり様

≪2021 年 11 月 24 日例会報告≫
・・・若林英博ガバナー公式訪問・・・
東京臨海 RC 第 1221 回
東京臨海北斗 RSC 第 30 回
司会：佐藤正樹会員

■点鐘：東京臨海 RC 佐藤大輔会長
東京臨海北斗 RSC 坂本康朋議長
■ロータリーソング斉唱「日も風も星も」
：ソングリーダー：今井副委員長
■「四つのテスト」斉唱（歌）
■「ロータリーの目的」東京臨海 RC 抜萃 Ver.唱和
：杉浦副会長

「 忘年家族会 」

■来賓・ゲストスピーカー紹介：佐藤大輔会長
国際ロータリー第 2580 地区
ガバナー
若林英博様
ガバナー補佐 荒井知久様
分区幹事
山本昌之様
地区副幹事
半場慎一様
山本分区幹事同伴者の江戸川区の中学生職場体験「チ
ャレンジザ・ドリーム」受入れ中学生
江戸川区立松江第六中学校 2 年生
野田ひかる様・沢辺結菜様
髙橋快太様・桑原暖様
■ビジター紹介：寺田（雄）会員
Takehito Inoue 様（SuvaRC）
西岡孝志様（東京紀尾井町 RC）

■ご挨拶
・ガバナー 若林英博様
卓話をするので挨拶があると思っていなかったです。
先ほど、６０人でのクラブ協議会は初めての経験で、
すごいなと圧倒されて感激しました。これからも

益々楽しんでいろんなところに手を差し伸べて頂き
■委員会報告
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たいと思います。ありがとうございます。
・櫻田ゴルフ幹事
・ガバナー補佐 荒井知久様
第 2580 地区懇親ゴルフ決勝大会報告
先ほど、貴重なご意見いただきましてありがとうご
団体優勝 東京東村山ロータリークラブ
ざいます。若い人が素晴らしいことをしているなと
2 位 東京江北ロータリークラブ
思いました。親クラブとしても恥じないようにこれ
3 位 東京城北ロータリークラブ
から取り組んで参ります。ありがとうございました。
6 位 当クラブ・東京臨海ロータリークラブ
・米山奨学委員会（山田晃久委員）
当クラブが世話クラブとなっている米山奨学生 レ
ー・クオック・アン様の歓迎会を 11 月 29 日（月）
18：00～20：00 に Ryuduki（リュウズキ）にて開催
致します。ご出欠を本日までにお知らせ頂きたくよ
ろしくお願い致します。
■会長報告：佐藤大輔会長
・入会式
東京臨海ＲＣ新会員：今 翔乃様
① 職業分類：解体工事業
② 推薦者：虻川良太郎会員・吉成大樹会員
③ カウンセラー：田村浩康会員
④ 所属委員会：会場監督委員会
・鈴木孝行会員
・今年度の地区大会は、2022 年 3 月 2 日、3 日、ホテ
新社屋落成のお祝いを頂戴しありがとうございまし
ルニューオータニで開催されます。後日、案内を会
た。お礼としてクラブ基金に寄付をさせて頂きます。
員皆様に発信致しますのでご出席お願い致します。
ありがとうございました。
■幹事報告：勝間田幹事
・本日例会後に、若林ガバナーを囲んで、全会員で集合
写真を撮影致しますので、
例会終了後、3 階
「写真室」
へ移動をお願い致します。
・次回例会は、12 月 3 日（金）になります。
子クラブであります東京臨海西ＲＣの創立 4 周年記
念例会に当たりますので、東京臨海ＲＣ・東京臨海
東ＲＣ・東京臨海西ＲＣ・東京臨海北斗ＲＳＣの臨
海４Ｒ合同例会としております。
12 月 1 日（水）は、例会はございませんので、間違 ■出席状況報告：榎本会員
わないようにお願い致します。
東京臨海 RC
・第 2580 地区からの連絡
会員数：58 名
国際ロータリー第 2580 地区の LINE 公式アカウント
出 席：38 名
を作りました！
欠 席：20 名
よろしければ、お友だち追加をお願い致します。
出席率 69.10％
地区大会や動画公開のお知らせなど「会長とガバナ 東京臨海北斗 RSC
ー補佐と若林ガバナー」の LINE グループで現在お知
会員数：23 名
らせしているような情報を国際ロータリー第 2580
出 席：16 名（例会場：16 名 ZOOM：0 名）
地区の LINE 公式アカウントからも流します。
欠 席： 7 名
このご連絡は、11 月 19 日に当クラブの会員皆様へ
出席率 69.57％
はメール転送でご連絡させて頂いておりますので、 ■ニコニコ BOX 報告：伊佐委員
リンクや QR コードは、メールで確認をお願いします。 (ご意向)ロータリーを楽しみましょう。
：ガバナー 若
林英博様、地区副幹事 半場慎一様
(ご意向)本日は、お世話になります。：ガバナー補佐
荒井知久様
(ご意向)江戸川区のチャレンジ・ザ・ドリームで松江
第六中学校 2 年生 4 名を連れての参加です。どうぞ
よろしくお願いします。
：分区幹事 山本昌之様
(ご意向)若林ガバナー、荒井ガバナー補佐、山本分区
幹事、半場地区副幹事、本日は宜しくお願いします。
：佐藤会長、杉浦副会長、勝間田幹事、渡辺会員、
関口会員、濵田会員、太田会員、大貫会員、寺田雄司
会員、笹島会員、秋田会員、櫻田会員、今井会員、

内海会員、伊藤会員、髙橋会員、佐久間裕章会員、
VOL.26-No.1
米衛会員、酒井会員、小林健一郎会員、虻川会員、
斉藤会員、田中会員、山田晃久会員、入澤会員、尾身
会員、井上会員、柴田会員、須藤会員、大西会員、
田村会員、白幡会員、篠塚会員、金城会員、伊佐会員
(ご意向)いつもありがとうございます。本日もよろし
くお願い致します。
：樋口会員、竹下会員

【38 件 84,000 円 今年度累計 633,000 円】
■卓話
（紹介者：佐藤大輔会長）
「ガバナー卓話」
国際ロータリー第 2580 地区ガバナー 若林英博様
皆様、こんにちは。2021-22 年度ガバナーの若林英博
です。私は東京麹町ロータリークラブに所属しており
ます。
国際ロータリー会長のシェカール・メータ氏が発表
したテーマは「奉仕しよう みんなの人生を豊かにす
るために」です。メータ氏は「もっと行動しもっと成長
しよう」
、より大きくインパクトをもたらす奉仕プロジ
ェクトをしようと呼び掛けています。
「もっと成長しよう」とは、会員数を増やし参加者
基盤を広げるということです。世界のロータリアンは
過去 20 年間、約 120 万人で横ばいなので、それを 130
万人に増やすことを目指して活動しよう。一人が一人
を紹介しよう “Each One, Bring One”とおっしゃい
ました。ぜひ、皆様には「自分が増強するんだ」という
覚悟を持っていただきたくお願いいたします。

2580 地区の基本方針、大きな目標です。
1.新型コロナウイルスで困っている人々を支援しよう
このコロナ禍でまだまだ困っている方が大勢いらっ
しゃいます。ロータリーの支援を心待ちにされてい
ます。今年度はコロナで困っている方々にも手を差
し伸べてください。新しくリニューアルした地区サ
イトには奉仕活動のページを作りました。各クラブ
が行う奉仕活動が分かるようになりました。どうぞ
参考になさってください。
同じく国際奉仕も現状は動けていませんが、アフタ
ーコロナには直ぐに対応できるように準備していま
す。各クラブに対しては、グローバル補助金につい
ての卓話をいたします。
2.ポリオ根絶に向けて頑張ろう
今年はアフガニスタンとパキスタンで一人ずつの発
症者が出ました。今のところ 2 名です。一人の発症
者の後ろには 1000 人の保菌者がいると言われてい
ます。前年度は 140 名の発症でした。約 14 万人の保
菌者がいることになります。世界のロータリーは毎
年 5000 万ドルという寄付を集めていますが、ビル&
メリンダ・ゲイツ財団は、ロータリーが集めた額の
倍額を寄付してくれます。当地区はポリオプラス寄
付 80 ドルを目標にしましたが、ゲイツ財団からの上
乗せ分 160 ドルを足すと、合計 240 ドルになるので
す。

3.元気なクラブになろう
元気なクラブとは、親睦や例会を会員が楽しみ、ロ
ータリーを通じて友人が増え、みんなの知識レベル
やロータリーの理解が上がり、奉仕では世界で良い
ことをしているという喜びを実感できるクラブでし
ょうか。さらに、新しい会員が入って仲間が増え、退
会者が出ず、沢山の同好会があり、他のクラブとも
会員増強は 2 つの側面を考えましょう。1 つは人の
交流があり・・
魅力です。高潔で信用・信頼される人、好かれる人には
等もっとあると思いますがいかがでしょうか。
人が安心して集まってきます。2 つ目は組織の魅力で
例会が開催されず、休会の所にはズームなどでバー
す。ロータリーは世界で、日本で、地域で、良い活動を
チャル例会を勧めています。この先、コロナが収束
しています。これらの活動を SNS、ホームページ等を通
しても、完全に元の状態に戻れるかどうかわかりま
して社会にアピールしましょう。社会に貢献し、楽し
せん。昼は例会場まで行く時間が取れないといった
く人生を謳歌できる場所、それがロータリーです。若
方にはオンラインで例会に出ていただきましょう。
い方も、ご年配の方も、よき友となり、よき奉仕をす
若い経営者は忙しい。今はもっと働いていただくと
る。みんなが笑顔になるロータリーを目指しましょう。
きです。ハイブリッド例会なら会場に来なくても出
席できます。地区のデジタル化推進委員会が、ご指
メータ氏は「女子のエンパワメント」についても強
導いたします。全てのクラブがハイブリッド例会を
調なさいました。ロータリーは 「多様性 公平さ イ
出来るように推進いたします。
ンクルージョン（開放性）
」を掲げています。どうぞ私
たちの 2580 地区にもさらに多くの女性を迎え入れる 4.会員増強、クラブ拡大をする覚悟を持とう
ようにお願いいたします。ロータリーは多様性を重ん
会員増強は増強するぞという覚悟が必要です。それ
じ、年齢、民族、人種、肌の色、能力、宗教、社会的地
には職業奉仕の考えが肝要です。高潔な人には人が
位、文化、性別、性的指向、性自認にかかわらず、あら
集まってきます。私たち自身が品格あるロータリア
ゆる背景をもつ人の貢献を称えます。
ンにならなければいけません。

手法ですが、会員増強の一つのツールとして、
『ロー
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タリーの友』の活用を推奨しています。人の集まる
ところに『ロータリーの友』を置きましょう。病院、
理髪店、美容院、公共のマガジンラック、銀行に置か
せていただきましょう。名刺サイズのクラブ紹介カ
ードも活用をお薦めしております。ぜひクラブで作
成し活用してください。
さらに会員増強のためにオープン例会の実施を呼び
かけております。計画では、10 月 18 日からの第四週
はほとんどのクラブがオープン例会（会員候補者を
お招きした例会）を開催してくださることになって
おりました。交通安全週間、読書週間等と同じく、一
緒にすることで盛り上がっていきたいと準備してお
りましたが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響
で、実施日はクラブ毎にお決めいただくことになり
ました。

いクラブができるよう、真剣に取り組んで参りまし
ょう。
5.ロータリーの公共イメージをアップさせよう
クラブのウェブサイトや SNS などで発信し、世間に
より認知していただくことを目指しましょう。日本
人は陰徳を重んじますが、これからは陽徳です。地
区ではウェブサイトのリニューアルをいたしました。
また、ユーチューブでガバナーメッセージを発信す
ることになりました。私はもちろん素人ですから恥
ずかしいのですが、徐々に上手になるように努力い
たします。

大きな目標や 5 項目を推進するために、毎月ワーク
ショップを行います。毎月の歌舞伎のように、ために
なり、楽しいものを用意します。1 月は「職業奉仕の実
践 その 2」
、2 月は「公共イメージとデジタル化推進」
がテーマです。
会員の退会防止ですが注意しなければならないのは、 様々なアイデアで企画を考えており、ラウンジ chat
新しく仲間になられた特に入会 3 年未満の方へのフ という、ズームで行う座談会もはじめました。ぜひ気
ォローが重要だと考えております。
楽にご視聴ください。
まだロータリーの魅力や、活動について十分ご理解
いただいていない可能性があります。また、クラブ
地区大会は 2022 年 3 月 2 日・3 日にホテルニューオ
では誰もかまってくれない、教えてくれない、歌を ータニで行います。“会員とクラブのための地区大会”
歌って食事を黙って食べているだけ、ロータリーっ を目指しており、クラブが実施した奉仕活動のアワー
てなに？
これでは駄目でしょうね。
ドや、活動時に撮影された写真のフォトコンテストを
特に、ベテラン会員、シニアの皆さんにお願いいた 行います。皆様にご参加をお願いいたします。
します。どうぞお声をかけてあげてください。
最後に、ロータリーの基本は職業奉仕だと思っていま
クラブ拡大は、ロータリークラブだけではなく、ロ す。経営者は 4 つのテスト、超我の奉仕を頭に入れて、
ータリー衛星クラブ、ローターアクトクラブ、イン 日々健全な経営をお願いいたします。職業奉仕の実践、
ターアクトクラブにも目を向けましょう。周年事業 道徳倫理、難しくはありません。ウソをつかない高潔
等、きっかけになる時にお考えいただくと賛同が得 なロータリアンでいようではありませんか。ご一緒に
られるかと思います。
ロータリーライフを楽しみましょう
ロータリークラブの創立には 20 名が必要ですが、衛 本日は有難うございました。
星クラブは 8 名の会員で結成できます。2013 年に導
入された制度です。
より少ない経済負担で、ロータリアンと同じように
社会奉仕ができ、例会を開き、定款細則に則り、理事
会で運営されます。衛星クラブの会員はロータリア
ンの資格を持ちます。将来メンバーが 20 名になった
ら、ロータリークラブになるか、そのまま衛星クラ
ブとして継続するかは選択できます。時間的あるい
は経済的な余裕が無い方には衛星クラブが向いてい
るのではないかと思います。
ローターアクトクラブは、18 歳以上のすべての若い
成人が入会できるようになりました。30 歳の定年は
撤廃されました。30 歳で卒業予定の方には、ぜひ活
動を続けていただきたくお願いいたします。ロータ
リーとのご縁を切らないようにお願いします。
東京麹町ローターアクトクラブが 2021 年 6 月に創立
されました。7 月には東京女子学院中学校高等学校イ
ンターアクトクラブが結成されました。他にも新し

■点鐘：東京臨海 RC 佐藤大輔会長
東京臨海北斗 RSC 坂本康朋議長

VOL.26-No.1 第 2 回クラブ協議会報告
日時 2021 年 11 月 24 日 11：00～12：15
会場 東武ホテルレバント東京 3 階「吉野の間」
来賓 ガバナー
若林英博様
ガバナー補佐 荒井知久様
分区幹事
山本昌之様
地区副幹事 半場慎一様
チャレンジ・ザ・ドリーム 松江第六中学校 2 年 4 名
出席者 臨海ＲＣ会員 36 名 北斗ＲＳＣ会員 16 名

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
若林ガバナー・半場地区副幹事より
お礼状を頂戴しました

佐藤大輔会長の開会挨拶で始まり、ガバナーから要請の
ありましたクラブ協議会の内容に沿って行いました。
ご来賓の皆様より、貴重なコメントと講評を頂き、大変有意
義なクラブ協議会となりました。
ご出席の皆様、ありがとうございました。
大きな目標「世界で、日本で、地域で、良いことをしよう」
1.新型コロナウイルスで困っている人々を支援しよう
：社会奉仕委員会 大西洋平委員長
2.ポリオ根絶に向けて頑張ろう
：国際奉仕委員会（ロータリー財団） 酒井教吉委員
3.元気なクラブになろう
：クラブ奉仕委員会 杉浦孝浩委員長
4.会員増強・クラブ拡大をする覚悟をもとう
：諸団体交流（新会員ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ増強ﾁｰﾑ）
櫻田誠一副委員長
5.ロータリーの公共イメージをアップさせよう
：ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ構成委員会（公共ｲﾒｰｼﾞ） 渡辺真吾副委員長
ガバナーコメント：若林英博ガバナー
＜クラブ奉仕部門＞
クラブ奉仕委員会（ｶｳﾝｾﾗｰ会議）
：佐久間裕章委員
親睦活動委員会：篠塚慎之介委員長
会場監督委員会：井上晴貴委員長
プログラム構成委員会：田中紘太委員長
＜職業奉仕部門＞
職業奉仕委員会（自事業活性化委員会）
：鈴木孝行副委員長
＜国際奉仕委員会＞
国際奉仕委員会：柴田剛委員長
＜青少年奉仕委員会＞
青少年奉仕委員会：佐藤正樹副委員長
地区副幹事コメント：半場慎一地区副幹事
分区幹事コメント：山本昌之分区幹事
ガバナー補佐コメント：荒井知久ガバナー補佐
ガバナー講評：若林英博ガバナー
閉会挨拶：杉浦孝浩副会長

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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秋の家庭集会報告

第 2 グループ議事録
2021 年 11 月 17 日（水）実施
参加者：杉浦孝浩(リーダー) 白幡隆広(サブリーダー)
金城健二、濵田信孝
【家庭集会とは】
元々はクラブ会員の自宅で開催していた
炉辺会合など色々な言い方がある
臨海ロータリークラブも昔はクラブ会員の自宅で開催
していたらしい
家庭集会の目的は、ロータリーについて談義する事と
親睦
家庭集会は年に 2 回（春と秋)
多い人数よりも、人数は 5、6 人が 1 番効果がある事に
行きついた
他クラブでは親睦活動メインが多いらしい
当クラブは若い経営者が多い分、
しっかりと学び成長する事、未来に繋げる事
親睦を深める事を大事にしている
ロータリーの本質、在り方を知る
一次会、二次会はセットで決める事
職業奉仕、社会奉仕、
4 つのテスト、ロータリアンとしての行動規範
様々なテーマである
【家庭集会の良さ】
情報共有
価値観共有
業界の枠を超えた会話、知識、情報を
取り入れる場、学び、気付きの宝庫
ロータリーの親睦の重要性
ロータリークラブでしか無い良さをしっかりと取り入
れる事、その先に奉仕活動がある
より良い奉仕活動ができる為に人的価値、企業価値を
高める
世の中に、地域に、人々に、貢献していく！
必要とされる企業、自分自身を作っていく！
価値ある企業、自分自身に成長する事！
ロータリアンとしての行動規範は四つのテストに似て
いる
マイロータリーにロータリアンとしての考え方が色々
掲載されている
【ロータリーとは】
利他の心を養い、人を育てると共に献身的な活動を行
う世界的な団体
大人の幼稚園(笑)
【参加者より】
仲間、成長の為、誘われた
入会時と今では価値観が違う

最初は仕事をもらえるのかなという期待
気がつくと翌週には営業してしまっていた
仕事は生まれなかった
目的がそれていた
今は仕事よりも自分自身の、成長、出会い、価値観
人間力を高めたい
今は自然と変わっていた
新しくやる事が輝く環境
それがロータリーでも似ている
野心で入った
新たな事業スタート
目的、やり甲斐
綺麗事もあるが実行あるのみ
今回、新たな新規事業立上げ
理事会に入ると色々な裏側が見えた
そこで価値観が変わり、自分自身も入り込んで頑張っ
ていこうと確信し、みんなが承認してくれた
社長業を飛躍させるためのスキル、成長を加速できる
と感じた
そうすると気付いたら成長、挑戦を楽しむようになっ
ていた
今という現実を手に入れる事ができた
【その他】
中核的価値観
奉仕➡︎親睦➡︎多様性➡︎高潔性➡︎リーダーシップ
サービスの捉え方の違い、価値観
四つのテスト
公平と公正は違う
などについて談義しました
以上

第 11 グループ議事録
2021 年 11 月 17 日（水）実施
参加者：佐久間裕章(リーダー) 柴田剛(サブリーダー)
榎本隆文、今井博、竹下信男、熊澤健司、高吉泰尋
きっかけと目的
◇榎本会員
きっかけ お金持ちと知り合うことが出来るとおもっ
たから
目的
新しい人たちと知り合うきっかけを作り学
びたい
◇竹下会員
きっかけ 鈴木代表に外の世界を知るように言われて
目的
交流を深める、外に発信する外部の接点が
あることで鈴木代表の意向が分かる

◇熊澤会員
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きっかけ 個人で営業したところが競業先で関係業者
に筋を通すため
目的
行動規範を学び本多社長に恩を返すため
会社としてのモラル造り

５，五つの行動規範についての各自の感想
・だいたいロータリーをやめていくのは人間関係が多
い だから足を引っ張るんじゃなく手を引っ張って
あげよう 仲間だからいいときも悪いときもあるん
だからこの行動規範が大事

◇今井会員
きっかけ 大変な時だったが身内の旦那さんがロータ
リー会員（村社会員）で、勉強になるからと
誘われたから
目的
時間を作ることを学び次のフェイズを模索
するため

・やめてく理由の一つの原因が人間関係にあるのがび
っくりした

◇佐久間(裕)会員
きっかけ 23 歳の時に会の付き添いとして参加した
目的
仕事をもらい成功させるために知り合いを
増やすため
会社を育て大きくし将来の道を作るための
方法を学ぶ
◇高吉会員
きっかけ 伊藤会員に誘われた
目的
会社経営の基本を学び世間の方たちに企業
として認めてもらえるような会社を作り将
来的にバトンを渡せるようにしたい。

第 6 グループ議事録
2021 年 11 月 15 日（月）実施
テーマ
『ロータリアンの行動規範：クラブ活動への参加』
参加者：リーダー 斉藤実、サブリーダー 田中紘太
地引智明、伊藤丈史、見浪大介、橋本郁、
三宅裕介、倉田朋広

・実際例会に参加するのは 30 人ちょっとだからもっと
親しくし参加できるような会になっていきたい
・重鎮の先輩の方々とのふれあいでもっと自分から声
かけた方がいい
・IT 推進委員会に出てて文章とかもめちゃくちゃきれ
いで先輩方のメールの送り方や対応が素晴らしいな
と思いそういった行動は見習わないといけないと感
じた
・すごくいろんな先輩方をみていると立ち振る舞いが
変わっていくんだなと感じた
・普段を見ているとそんな人間関係がおかしくなる感
じには見えないからお酒が入ったときは気を付けな
いといけないなと感じた
・同じテーブルに座ったら同じ身分で関わって良い付
き合いをしてこのクラブに入っていることをたくさ
んの方に自慢出来るようなクラブにして行きましょ
う

１，今回の家庭集会の趣旨説明
今回は自己紹介とロータリアンの行動規範というこ
ととクラブ活動に参加というテーマで話合いたいと
思います
２，自己紹介（各自）
各自自己紹介
３，ロータリアンの行動規範
五つの行動規範の音読
４，ハラスメントに注意しようと追加になった経緯の
話
四つの行動規範が五つの行動規範に追加になったの
は世界の青少年を預かる上で接し方が大変である注
意しようということから一つ規範が増えた

12 月 8 日(水)は、忘年家族会です。
12 月 8 日（水）
年次総会 17：30 より
例会・忘年家族会 18：00～21：00
会場：東武ホテルレバント東京 4 階「錦の間」
12 月 8 日は、お昼の例会はございません。

