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ゲスト
若林英博氏（ガバナー／東京麹町）
齊藤徳行氏（分区幹事／東京葛飾中央）
金子高一郎氏（地区副幹事／東京ベイ）
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瀧澤一郎氏
（ガバナー補佐／東京葛飾中央）
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2022 年 2 月 10 日

①. お食事中の黙食につきましては徹底
ください。お話する際は必ずマスク着
用。
②. オンライン出席を積極的にご活用く
ださい。お手伝いが必要な方はご遠慮
なく。
引き続き、皆様のご理解とご協力をよろし
くお願い致します。
幹 事 報 告
⚫

本日例会後に理事会がございます、理
事役員の皆様はご参集ください。
委 員 会 報 告
⚫

⚫
⚫

入会式…川村恵三君
ロータリー財団寄付…渡邉浩君
…影山幸一郎君
会 長 報 告
⚫

皆様、昨日のニュース等でお聞きになって
いる事と思いますが、東京都の昨日のコロ
ナ感染者数は初めて 2 万人を超え、21,576
人となりました。当クラブでは引き続き、
コロナに負けない例会運営を目指してい
きたいと考えております。

Rotary Rate 115 円

⚫

ロータリー情報委員会…新入会員3年以
内の方を対象に、ロータリーの勉強会を
開催いたします。講師は鈴木喬パストガ
バナーで、対象者には個別にご案内をお
送りしています。また例年ですと対象外
でも、希望者は参加可能としています
が、コロナの状況を鑑みまして参加者は
新入会員3年以内の方のみとさせて頂き
ます。どうぞよろしくお願い致します。
社会奉仕委員会…本日皆様のメールボ
ックスの中に、先日お配りしました、読
み聞かせの会の案内が入っていると思
います。

THE ROTARY CLUB OF TOKYO-KOHOKU

⚫

2 月 24 日に予定していた実行委員会が勉
強会と重なってしまったため、変更してい
ますので、配布したものと差し替えをお願
いいたします。また、3 月 19 日の読み聞か
せの会には、現在 34 名ほどご登録いただ
いています。皆さまの沢山のお手伝いをよ
ろしくお願いいたします。
直前年度社会奉仕委員会…昨年度、地区補
助金を使用した東京江北ロータリークラ
ブ社会奉仕事業「足立区内 こども食堂へ
のサポートプロジェクト」の報告書が完成
しました。2020-21 年度はコロナ禍で三密
を避けるため、会員の皆様に参加していた
だく事が叶いませんでしたが、ロータリー
の友 2021 年 7 月号に記事の掲載、またＲ
Ｉより意義ある奉仕賞を受賞しました。
報告書に詳細を記載しておりますのでお
目通しいただければ幸いです。本日メール
ボックスに配布しました。

出 席 報 告 会員45名中32名 出席率78％
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田中君 海老沼君 芝君 張替君 追分君
今井君 平岩君…川村くん、ようこそ、東京江
北ロータリークラブにご入会おめでとうござ
います。楽しいクラブライフを満喫しましょ
う。
鈴木（喬）君…若林ガバナー、そして御一行様、
公式訪問にようこそおいで下さいました。
石鍋君 原田君…若林ガバナー、公式訪問あり
がとうございます。
海老沼君…若林ガバナー、ようこそお越し頂き
ました。会員一同、楽しみにしておりました。
張替君 中山君…若林ガバナー、齊藤分区幹
事、金子地区副幹事、ようこそお越し下さいま
した。瀧澤ガバナー補佐、リモートでの参加あ
りがとうございます。皆さま、ご指導よろしく
お願い致します。
合計 50,000 円 累計 1,216,898 円

クラブ協議会

前々回の出席率 95.56％

ニコニコ（●＾o＾●）ボックス
⚫
⚫

会員お誕生祝
奥様お誕生祝

⚫

渡邉会長 影山幹事…若林ガバナー、瀧澤ガバ
ナー補佐、齊藤分区幹事、金子地区副幹事の皆
様、本日はようこそ東京江北ロータリークラブ
へお越しくださいました。クラブ一同、皆さま
を歓迎申し上げます。本日は宜しくお願い申し
上げます。
若林英博氏…ロータリー、共に楽しみましょ
う。
瀧澤一郎氏 齊藤徳行氏…本日のガバナー公
式訪問でお伺いさせて頂きました。オンライン
での参加となりますが、皆様、宜しくお願い致
します。
金子高一郎氏…ロータリーを共に楽しみまし
ょう！

⚫
⚫

⚫

…今井君
…人見君

本日の卓話

「AI 時代における経営の在り方／△型から〇型の組織へ」
ルミナンス株式会社 代表取締役
永瀬貴美氏
紹介者 プログラム委員会

2 月 3 日（木）ガバナーをお迎えして、第２回クラ
ブ協議会を 11 時～12 時 15 分、藤の間に於いて開
催しました。

入会式
2 月 3 日、新入会員 川
村恵三君の入会式が行
われました。入会式で
は、若林ガバナーから
ロータリーの証である
ロータリーエンブレム
が授与されました。

川村君の所属委員会はＳＡＡ、紹介者は海老沼君、
平岩君、カウンセラーは芝元会長です。

次週卓話予定 2/17

「地震研究家が挑む地震予知
～次の大地震はいつ？～」
メンバー 吉田正行君
紹介者

ガバナー公式訪問／ガバナーメッセージ

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。

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。
会員増強のためには 2 つの側面を考えましょ
う。1 つは人の魅力です。高潔で信用・信頼される
人、好かれる人には人が安心して集まってきます。
2 つ目は組織の魅力です。ロータリーは世界で、日
本で、地域で、良い活動をしています。これらの活
動を SNS、ホームページ等を通して社会にアピー
ルしましょう。社会に貢献し、楽しく人生を謳歌
できる場所、それがロータリーです。若い方も、年
配の方も、よき友となり、よき奉仕をする。みんな
が笑顔になるロータリーを目指しましょう。
メータ氏は「女子のエンパワメント」について
も強調なさいました。ロータリーは 「多様性 公
平さ インクルージョン（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
性を迎え入れるようにお願いいたします。ロータ
リーは多様性を重んじ、年齢、民族、人種、肌の
色、能力、宗教、社会的地位、文化、性別、性的指
向、政治理念にかかわらず、あらゆる背景をもつ
人の貢献を称えます。
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。

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、他のクラブとも交流があ
り・・等もっとあると思いますがいかがでしょ
うか。
例会が開催されず、休会の折にはズームなど
でバーチャル例会を勧めています。この先、コ
ロナが収束しても、完全に元の状態に戻れる
かどうかわかりません。昼は例会場まで行く
時間が取れないといった方にはオンラインで
例会に出ていただきましょう。若い経営者は
忙しい。今はもっと働いていただくときです。
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
指導いたします。全てのクラブがハイブリッ
ド例会を出来るように推進いたします。
４． 会員増強、クラブ拡大をする覚悟を持とう
会員増強は増強するぞという覚悟が必要で
す。それには職業奉仕の考えが肝要です。高潔
な人には人が集まってきます。私たち自身が
品格あるロータリア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の活用も
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

写真：2022 年 2 月 3 日 ガバナー公式訪問終了後
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。
会員の退会防止ですが注意しなければならな
いのは、新しく仲間になられた特に入会 3 年
未満の方へのフォローが重要だと考えており
ます。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、クラブでは誰もかまってくれない、
教えてくれない、歌を歌って食事を黙って食
べているだけ、ロータリーってなに？
こ
れでは駄目でしょうね。
特に、ベテラン会員、シニアの皆さんにお願い
いたします。どうぞお声をかけてあげてくだ
さい。
クラブ拡大は、ロータリークラブだけではな
く、ロータリー衛星クラブ、ローターアクトク
ラブ、インターアクトクラブにも目を向けま
しょう。周年事業等、きっかけになる時にお考
えいただくと賛同が得られるかと思います。
ロータリークラブの創立には 20 名が必要です
が、衛星クラブは 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
ロータリーの公共イメージをアップさせるよ
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。
2 月は「公共イメージとデジタル化推進」、3
月はお休みで、4 月は「青少年奉仕」がテーマ
です。
様々なアイデアの企画を考えており、ラウン
ジ chat という、ズームで行う座談会もはじめ
ました。ぜひ気楽にご視聴ください。
地区大会はコロナの影響により延期して、
2022 年 5 月 31 日にホテルニューオータニで
行うことになりました。“会員とクラブのた
めの地区大会”を目指しており、クラブが実
施した奉仕活動のアワードや、活動時に撮影
された写真のフォトコンテストを行います。
皆様にご参加をお願いいたします。
最後に、ロータリーの基本は職業奉仕だと思
っています。経営者は 4 つのテスト、超我の
奉仕を頭に入れて、日々健全な経営をお願い
いたします。職業奉仕の実践、道徳倫理、難し
くはありません。ウソをつかない高潔なロー
タリアンでいようではありませんか。ご一緒
にロータリーライフを楽しみましょう
本日は有難うございました。

