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人類に 
奉仕する 
ロータリー 

 RI 会長ジョン F.ジャーム 

本日の卓話   地区研修協議会 部門別会議の報告 
次年度各委員長 

司会進行                 青木 隆幸会員 
 
開会点鐘                    小田 孝志会長 
 
ロータリーソング「奉仕の理想」 

ソングリーダ 牛島 聡会員 
 
ゲスト・ビジター紹介           斉藤 雅夫会員 
東京新宿 RC             榎本 英二様 
                                      
誕生日祝い 
4/12     松島  健会員 
4/19     山下 秀一会員 
松島会員と山下会員は、岩手
県陸前高田市にふるさと納税
をしました  
 
会長報告                小田 孝志会長 
1 時から地区研修協議会の概要を佐々木実行委員長
にお話いただきます。事前準備では事務局の須永さん
にお世話になりました。副委員長の大原会員は中正中
立なご判断で佐々木さんのサポートには適任だと思
います。佐々木会員はＩＭホストクラブの時にも実行
委員長として見事にこなされましたので期待してお
ります。 
張会員に米山記念奨学会より、奨学生 ゴ ティ タオ
さんのカウンセラー委嘱状が届いていますので、お渡
しいたします。1年間宜しくお願いいたします。 
 
幹事報告                 奥山 聡幹事 
4月度理事会議事録を配布いたしました。ご確認下さ
い。19 日（水）の例会はありません。17 日の地区研
修協議会に振替になります。17 日の地区研修協議会
の部門別会議に出席した方は 26 日の卓話の時間に報
告して頂きますのでご予定下さい。26 日がお休みの
方は、5月 10日の委員会報告でお願いします。 
<地区関係行事> 本日開催、東京西北 RC 60 周年記
念式典に小田会長が出席、4/19、クラブ奉仕委員長会
議に土居会員、牛島会員が出席、4/20、地区立法案検
討委員会に土居会員出席します。 
 
4/7 第 2回職業奉仕研究会報告  永井 一史会員 
元 RI職業奉仕推進委員会委員長 黒田正宏氏より「RI
の職業奉仕の現状と日本の職業奉仕」について、「ロー
タリーの歩みと今後への提案」という黒田氏の書籍の
内容に沿って説明がありました。また、テーブルディ
スカッションの運営方法と RLI（ロータリー・リー
ダーシップ・研究会）の説明がありました。その後、
テーブルごとに「職業奉仕について日本と RI の考え
方に違いがあると思いますか」をテーマにフリーディ
スカッションを行いました。まとめとして、職場では
毎日の職業奉仕を実践しながら、他の四大奉仕への気
持ちも忘れずに、素晴らしいロータリー活動と最近の
地域社会の需要や世界のニーズを新たに統合した道

を進む。それには努力が必要であり他人任せでは道は
開きません。「温故創新」という心で進むべき。現在
のクラブをそのまま「生きながらえさせる」のではな
く、新しいロータリーの魅力を生み出す必要があり、
過去を内省し、新しきものを統合して行こうというの
が、これからの日本や RI の職業奉仕の在り方という
ことでした。 
 
ロータリーの友 4月号の紹介 

松島 健ロータリー情報委員会  
まず、表紙が素晴らしいと思いました。そして、「イ
ンターアクト 過去から今、そして未来へ」はインター
アクトの活動を写真入りで紹介しています。「女性会
員で広がる多様性」のページでは、女性会員がどのよ
うに活躍しているか紹介されています。36 頁にロー
タリーソングの記事があります。始まりはシカゴ RC
創立 2年目、会員同士の些細な諍いから出席率が低下
したため、一体感を作るために歌われました。日本で
は 1935 年、京都で開催された地区大会で発表された
のが「奉仕の理想」と「我らの生業」、1952年、大阪
開催の地区大会では、「手に手つないで」と「それで
こそロータリー」が発表されました。まだまだ面白い
記事が載っていますのでご覧下さい。 

ニコニコボックス             青木 隆幸会員 

奥山  聡幹事  いよいよです。地区研修協議会、 

宜しくお願い致します。 

大原 正道会員 地区研修協議会、宜しくお願い致し
ます。 

田邊 恵三会員 先日開催の第 11 期健康マージャン
名人位に経済評論家の勝間和代が
就任。 

出席報告                      小池 正会員 

会員数 34名 ゲ ス ト 0名 
出席数 24名 ビジター 1名 
欠席数 10名 3月22日修正 76.67％ 

 
 
5/10 
 
 
5/17 
 
 
 
5/24 
 
5/31  

卓話予定  
 
「子どもが売られない世界をつくる」 
認定 NPO法人 かものはしプロジェクト 
広報・ファンドレイジング担当 後藤 愛美様 
「続・輝く瞳に会いに行こう」 
NPO 法人タイ国学生日本語教育環境支援 
プロジェクト理事長・チェンライ RC 
原田 義之様 
「児童虐待の現状（仮題）」 
箱根恵明学園理事長 田崎 吾郎様 
「最近の不動産投資の動向（仮題）」 
（株）不動産鑑定ブレインズ・東京本郷 RC
山路 敏之様 

合計 16,000円 累計 798,500円 



 

                                                    

地区研修協議会について 
 

2016-17年度 地区研修協議会 
2017年 4月 17日（月）13：30点鐘 

 
（於）ハイアットリージェンシー東京 

ホストクラブ：東京お茶の水 RC  
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小田 孝志 会長 
約 800名の方が出席します。皆様には受付などをご
協力いただきます。クラブにとって画期的な行事で
す。是非全員が参加頂きますようお願い致します。 
 
佐々木 啓策 実行委員長 
本会議の流れは奥山幹事から、会場については大原 
会員よりご説明をお願いします。皆様の配置を決めさ
せて頂きました。細かいことは申しませんが、お茶の
水のホスピタリティーやフレンドリー感が伝われば
良いかと思います。9時集合は実行委員、10時集合の
方とほとんど準備を進めます。11 時集合の方は準備
が整っていますので、配置について頂きます。 
最後に出席者の懇親会がありますが、皆様は打ち上げ
までご辛抱下さい。忠栄印刷からカメラマンを 1人お
願いされました。斉藤会員にお願いしました。斉藤会
員は 3時まで、それ以降を青木会員お願いします。本
会議進行は奥山幹事です。何かありましたら奥山幹事
までお願いします。 
 
奥山 聡 幹事 
タイムスケジュールに沿ってご説明致します。12：00
スタンバイ、13：00 登録開始、13：30 第一部開始。
司会は真行寺 君枝さんです。台本に則って進行しま
すが、人によって話す時間の長短がありますので、タ
イムキーパーの岩佐さんと連携して調整するのが私
の役目です。14：30 第 1 部終了後、各部門会場に誘
導、14：45 部門別会議開始、16：30 からまた本会議
場に戻り第二部を開始、各部門 7分ずつ報告がありま
す。18：10 から懇親会が始まり、司会は俣野会員に
お願いしてあります。 
 
大原 正道 副実行委員長 
お手元にある資料 3 頁目に会場図があります。セン
チュリールームが全体会議場、吉野がお茶の水の控室
になります。ほとんどの会議が同じ B1Fですが、米山
部門とロータリー財団部門はフロアーが違いますの
でエレベーターで移動します。全体会議場から各部門
の会場への移動はホテルの方が誘導します。米山と財
団の移動はエレベーター6基を使いますが、一度には
移動できないので、まず、28F米山奨学、次にクラブ
研修リーダー、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕、そ
して、27Fの財団、職業奉仕、クラブ奉仕、会長・幹
事部門と続きます。 
 
土居 岩生 会員 
新年度スタートするために 3つの勉強会があります。
地区チーム研修セミナー（次年度役員）、PETS（次年
度会長）、地区研修協議会です。地区研修協議会は 9
部門（会長・幹事、クラブ五大奉仕、財団、米山、ク
ラブ研修リーダー）10名の次年度クラブ指導者のた
めの勉強会です。このような会で問題になるのは序列
です。2014年、RIから序列の発表の順番が変わった
旨のお知らせがありましたが、推奨するということで
地区の采配に任せられています。部門別会議に登録し
ていない方も部門別会議に緊急の際の対応、また、勉
強の為に出席して頂きたいと思います。年に 1回の勉
強会です。宜しくお願いいたします。 
 
 
閉会点鐘             小田 孝志会長 

 


