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「ロータリーの寛容の精神で。
奉仕をしよう。」
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Rotary
Opens Opportunities

RＩ会長
ホルガ―・クナーク

葛飾北斎描く千住より眺望の富士

第 2913 回

2020 年 11 月 19 日

Rotary Rate 104 円

2020 年 11 月 12 日 第 2912 回例会報告
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会 長 報 告

⚫

例会の出欠確認メールを毎週送信してお
りますが、返信の無い方が数名いらっしゃ
るようですので、お手数ですが必ず出欠の
ご返信を毎週お願い致します。
⚫ 12 月 17 日の年忘れ家族親睦会が延期とな
りましたので、同日昼間の例会は食事をグ
レードアップし、長谷会員に演奏を依頼し
て 30 分延長して行うこととなりましたの
で宜しくお願い致します。
委 員 会 報 告
⚫

⚫

本日メールボックスに配布させて頂きま
したが、2021 年 4 月 7 日、8 日に国際ロー
タリー第 2580 地区の地区大会が、ホテル
ニューオータニで開催されます。コロナ禍
ということもあり、通常は 2,000 名程の登
録数を 700 名に縮小させて頂きたく、各ク
ラブの登録人数を限定することとなりま
した。登録関係書類や人数につきまして
は、12 月初旬に改めてお知らせ致します。
幹 事 報 告
⚫

12 月 3 日にクラブ年次総会を藤の間で開
催致します。事前に出欠のメールをお送り
しますので必ずご返答をお願い致します。
ご欠席の方は委任状のご提出をお願い致
します。

⚫

社会奉仕委員会…先週の 11 月 5 日の例会
後、『こども食堂への物品支援』の贈呈式
に足立区役所へ行って参りました。贈呈式
の様子は地域情報アプリ「ど・ろーかる」
にて放映されました。そちらをご覧くださ
い。（録画を視聴）「“がきんちょ”ファ
ミリー」、「こどもどまんなかプロジェク
ト」の方々が贈呈式の様子を facebook に
投稿され、其方をご覧になったガバナー事
務所の方が国際ロータリークラブ第 2580
地区の facebook にも同内容を投稿して下
さいました。ご協力有難うございました。
ロータリー情報委員会…本日例会終了後、
13：45 より桔梗の間にてロータリーガイダ
ンス勉強会を開催致しますので、対象の皆
様はご参集の程宜しくお願い致します。

THE ROTARY CLUB OF TOKYO-KOHOKU

⚫

⚫

⚫

インターアクト委員会…本日 16 時より、
潤徳女子高等学校で定例会が本年度初め
て開催されます。メイクアップにもなりま
すのでご参加頂ける方はお願い致します。
ロータリー情報委員会…先週の例会にガ
バナー補佐が来会され、3 月 8 日開催のＩ
Ｍの概要説明がございましたが、その中で
「～今だから思う～ロータリーに入って
いて良かった！」と感じた体験談をパネル
ディスカッション形式で行う旨お知らせ
頂きました。本来なら家庭集会などで皆様
の思いを再確認させて頂き、それを取り纏
めようと思っておりましたが、コロナ禍で
集会も中止となった為、意識調査として皆
様より同テーマで体験談をお寄せ頂きた
く、具体的な体験談、簡単なエピソードも
含め投稿頂きます様お願い致します。尚、
締切は 12 月 3 日（木）とさせて頂きます
ので宜しくお願い致します。
海老沼孝二ガバナー補佐…今年度のＩＭ
テーマは、「～今だから思う～ロータリー
に入っていて良かった！」ですが僕もロー
タリーに入って 27 年たちますが、ロータ
リーに入っていて良かったと思うことが
いくつもありました。会員の皆様も同様と
思います。現在 16 クラブの方々に同様の
お願いをしているところで、12 月 24 日迄
に原稿を回収する予定となっております。
私も IM の準備をお正月休みを返上で行っ
て参りますので、皆様からのお気持ちのこ
もった投稿をお待ちしております。

出 席 報 告 会員50名中43名 出席率86％

ニコニコ（●＾o＾●）ボックス
⚫

奥様お誕生祝

⚫

ご結婚祝

⚫

守屋会長 高橋幹事…朝晩、冷え込みが厳しく
なりましたが、皆さん、体調には気を付けて下
さい。本日の卓話、五十嵐さん、よろしくお願
い致します。
矢島君 海老沼君 張替君 中山君 人見君
岩崎君 高橋秀君 芦川君…影山副幹事、二年
未満の勉強会に参加されるようですが今更で
すか。間に合いますか。
樽澤君…細沼プログラム委員長、連日のご紹介
ありがとうございます。メンバーの皆様、卓話
者の紹介に協力しましょう！
影山君…いつも応援いただき、ありがとうござ
います。秋が深まるにつれて、すっかり顔色も
白く色あせてしまいました。地区ゴルフは頑張
ります！
影山君 張君 鈴木又君 土屋君 松井君
岩崎君 高橋秀君 芦川君…本日のロータリ
ーガイダンス勉強会、講師の矢島さん、いつも
以上に優しくご指導宜しくお願いします。寝な
いように頑張ります。

⚫

⚫

⚫

⚫

…佐藤（徹）君
…佐藤（保）君
…追分君 石渡君

石鍋さん 藍綬褒章受章
おめでとうございます。
福本君 芝君 畠山君
追分君 吉田潤君 細沼君

前々回の出席率 96％

１２月例会スケジュール
３日（木）通常例会／年次総会
１０日（木）通常例会
１７日（木）通常例会／桜の間
※例会時間 30 分延長
２４日（木）通常例会

本日の卓話

合計 50,000 円 累計 1,120,000 円

クラブ年次総会
12 月 3 日（木）通常例会内
欠席される方は委任状の提出ください。

次週卓話予定 11/26

「ビジネスに効く日本茶」

「奨学生はロータリーの期待と希望、そして宝」

日本茶アンバサダー協会 代表理事

地区米山奨学委員会 委員

満木葉子氏

平岩幸男君

卓

ロータリー情報委員会

話
11 月 12 日（木）
の卓話は、弁護
士、東京地検元特
捜部長、元最高検
察庁検事 五十
嵐紀男氏より「検
察を巡る諸問題」
という演題でお
話しをいただき
ました。

五十嵐氏は、東京地検特捜部、検事、副部長、部
長として通算 10 年間勤務され、2010 年からは弁
護士としてご活躍されています。
特捜部長在任中には、２年半に及ぶ衆議院議員阿
部文男元北海道開発庁長官を受託収賄で逮捕、
金丸信元自民党副総裁を脱税（所得税法違反）で
逮捕するなど政治家絡みの事件のほか、闇カルテ
ル・談合等の独禁法違反、インサイダー取引（金
融商品取引法違反）など、バブル崩壊に伴い発生
した多数の事件を指揮。禁断の検察人事介入を行
った前政権の違法性、金丸信元自民党副総裁逮捕
時の秘話など、
「唯一の武器は法律」という信念を
持って闘われた体験など、貴重なお話をいただき
ました。
紹介者 プログラム委員会

潤徳インターアクトクラブ例会

11 月 12 日（木）潤徳女子高等学校インターアク
トクラブの第２回定例会が開催されました。
2020 学年度、コロナ禍の為ロータリアンが参加し
た例会は初めてでしたが、ロータリー情報委員会
勉強会と重なってしまい、福本元会長、畠山元会
長が出席して下さいました。今年度のインターア
クトクラブは 10 名です。今年度は年次大会、江北
との合同例会も中止となってしまいましたが、
2021 学年度のインターアクト年次大会は沖縄、
2023 学年度年次大会はホストクラブとなります。

新会員勉強会
11 月 12 日（木）例会終了後、桔梗の間に於いて
入会２年程度の新会員を対象にロータリー情報委
員会開催の勉強会を実施しました。
今回の講師は矢島元会長にお願いし、ロータリー
クラブについて講義しながら質問を受け付ける方
式で行いました。勉強会は 13 時 45 分より３時間
を予定しており、ブレイクにケーキに珈琲などを
用意していましたが、意欲的な参加者にゆっくり
と休憩する時間もなく 16 時 30 分に講義を終了。
岩崎君、高橋秀典君、芦川君に加え、張君、渡邉
会長エレクト・影山副幹事、追分分区幹事、ロー
タリー情報委員長 芝がオブザーバーで出席しま
した。コロナ渦、密にならぬ様に人数制限をした
勉強会でしたが、状況を見ながら、もう少し拡大
して開催出来たらと思っております。
記 ロータリー情報委員長 芝久雄
ロータリー情報委員会 勉強会を終えて
ロータリー情報委員会芝委員長および講師の矢島
さん先日は勉強会を開催いただきまして有難うご
ざいました。
緊張感のある中、3 時間にわたり「ロータリーと
は」という内容で多岐にわたり内容の濃い勉強会
でした。すべてを吸収することはできませんが基
本部分については忘れずに今後ともロータリーに
ついて学んで行きたいと思います。
岩崎和浩
入会して資料を色々いただきましたが、どこから
手を付けて良いのか、きっかけを見つけることが
難しいと思っていたところ、今回の勉強会で教え
ていただけた事は、非常にありがたかったです。
それと、やはり矢島先輩の講義が、内容、言葉の
強弱など、とても聞きやすく非常に勉強になりま
した。時間にして３時間でしたが、あっという間
に過ぎてしまって５時間くらいお話しいただいて
もよかったなぁと思います。
本当にこのような機会をいただきまして、ありが
とうございました。
諸先輩方々は大変でしょうが、このような機会に
ロータリーを学んで参りたいと思います。
芦川隆行

「最も良く奉仕する者、最も多く報いられる」
。
この度の勉強会で、一番心に残ったワードです。
＂奉仕＂という言葉を日本語で考えると、金銭・
労働のイメージが強く、敬遠しておりました。し
かし元の英語(Service)で考えれば本来の意図が
見えてきます。
まずは例会に必ず出席する、
「入りて学び」から
心掛け、親睦(Fellowship)を深め、五大奉仕を実
践していきたいと思います。
座学が苦手な私でも、明瞭なロータリーの真髄の
ご指導に、時間を忘れて聞き入った一時でした。
頂いた資料は熟読し、困った時は基本・理念に立
ち返ることを忘れずに精進して参ります。
この勉強会の為にお時間を作っていただきまし
たロータリー情報委員会の芝委員長、また講師を
務めていただきました矢島元会長には、私がロー
タリーライフを過ごせる環境を頂戴し、大変感謝
すると共に、今後もご教授いただければ幸いに存
じます。
高橋秀典

ＲＩ会長 １１月メッセージ
ホルガ―・クナーク
地域社会と私たち自身に変革を起こすロータリー
の素晴らしい力のことは、皆さんご存じだと思いま
す。とはいえ、どの地域社会にもないがしろにされ
ている人びとはいて、ロータリーはその人たちに充
分な働きかけを行ってきませんでした。
そこで、RI 理事会はロータリーがより多様な人びと
を歓迎するように行動を起こします。性別、人種、
信仰、年齢、その他の要素にかかわらず新会員をク
ラブが勧誘できるように多様性、公平さ、開放性を
促進するタスクフォースを設立しました。これで私
たち皆が求め、必要としている変化が速やかに実現
されることでしょう。また、2022-23 年度 RI 会長に
初の女性会長としてジェニファー E. ジョーンズ
さんが選出されたのも、この流れだと言えます。
草の根レベルでは、クラブは開放性と多様性を高め
るために動いています。今回は、ビッグウェスト・
ローターアクト多地区合同情報組織（MDIO）の理事
で、ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）
の学友、サレー・ニュートン・ローターアクトクラ
ブ（ブリティッシュコロンビア州）の元会長である
アリア・アリさんがお話ししてくれました。
「４年前に RYLA に参加したときの安心感はいまだ
に覚えています。ようやく私の仲間が見つかった、
この人たちは私と同じくらい人びとのことを気に
かけている、と。

世界中で、ロータリーはこの気持ちを胸に活動して
います。地域社会に奉仕し、問題の規模や範囲があ
まりにも大きくてほかの人ならあきらめてしまう
ところでも、私たちは行動を起こします。
この精神を今後も大切にしていきましょう。対話が
困難な場合はなおさらです。人種差別や偏見、差別
はいろいろな形をとりますが、どの国にも、どの街
にも、どの人の心にも存在します。どうすれば根絶
やしにすることができるでしょうか。
私は多様性・公平さ・開放性のコンサルタントとし
て、組織が共感性によってあらゆる人びとに力を与
え、あらゆる人びとを魅了する文化をつくりあげる
お手伝いをしています。人のために自分自身のこと
のように泣いたり笑ったりするとき、その人に対し
て偏見を持つことは難しいのです。どの子どもにも
自分の子どもを思わせられるとき、どの女性にもど
の男性にも自分の母親や兄弟を思わせられるとき、
世界は違った形で見えてきます。
共感性のレンズを通して四つのテストを実践して
いきましょう。自分たちの地域で、女性も含めてあ
らゆる人びとと信頼関係や友情を築いているでし
ょうか。あらゆる年齢層の人びとにとって公平で、
恩恵がもたらされているでしょうか。下さなくても
いいような決断を強いられている人はいるでしょ
うか。
ロータリー国際大会がラマダーンの最中に開催さ
れたとき、私はロータリーと信仰のどちらかをとら
ないといけないという選択を迫られて苦悩しまし
た。私はこう思ったのです。
『あらゆる関係者にとっ
て公平で恩恵があるようにしようと言っているの
に、イスラム教徒である私は含まれないのだろう
か』『国際大会がイースターの最中に開かれること
などあるだろうか』と。厳しい質問を自分たちに突
きつけてこそ、私たちはより開放され、より多様な
ロータリーの創造に着手することができます。
ロータリーはすでにこれほど多くの人びとを世界
中でつなげています。さらに多くの人びとが参加で
きたら、可能性はどれほど広がることでしょう。そ
れこそ、私が見たいと願うロータリーの未来の姿で
す。たゆまざる奉仕活動、あくなき支援、そして理
想を現実に変えていく力です」
ロータリーには大きな心があります。扉を今より大
きく開けば、新しい意見や視点を持った興味深い人
びとが何人も見つかるかもしれません。いろいろな
クラブが異なるやり方や文化、機会をすでに提供し
ています。あるクラブであまり居心地が良くないと
感じる人は、別のモデルに基づいて創設された新し
いクラブにぴったり合っているかもしれません。あ
らゆる新会員がクラブと合っているかどうか確か
めるのが大事です。ロータリーは、多様性を通じて
機会の扉を開きます。

