
プログラム 
司会進行           岩佐 彰彦会員 
開会点鐘             山下 憲男会長 
手に手つないで（ピアノ演奏のみ） 
ニコニコボックス報告   岩佐 彰彦会員 
会長報告           山下 憲男会長 
出席報告           大原 正道会員 
閉会点鐘             山下 憲男会長 
 

 

今後の例会 

 
4月 21日（水） 
4月 28日（水） 

 
休会 
未定 

5月 5日（水） 祝日休会 

 
 ニコニコボックス 

 
山下会長 本日はグランドパレス閉鎖に伴う

ホテルの決定です。宜しくお願い
します。 

石渡幹事  
 
 
 
 
松島会員     

昨日、快晴のゴルフ日和でした。
取手国際 CCで 3年ぶりにメンバー
に助けられワンラウンド出来まし
た。木宮さん、岡田さん、サンキ
ュウです。 
昨日は千代田区のゴルフで久しぶ
りに石渡さんとお会いしました。
お元気なお姿に休心しました。 

髙山会員 
 

昨日、買ったばかりの靴で歩いて
来ました。なかなかいい履き心地
です。 

大原会員 暖かくなって来ましたね。 
牛島会員 私は久々のリアル例会です。 
  

計 13,000円  累計 402,670円 
 

 
出席報告 
会員数 37名 ゲスト 0名 
出席数 
ZOOM 

22名 
1名 

ビジター 0名 

欠席数 14名 合計 23名 

 

今日の卓話    千代田区障害者共助会 
           石渡 伸幸会員 

第 1223 回 2020 年 9 月 2 日例会報告 Vol28-7 第 1243回 2021年 4月 7日 例会報告 Vol28-19 

 

山下 憲男会長  
 ロータリー財団より、石渡会員に第１回 
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー、 
俣野会員に米山記念奨学会より、王艶さん 
カウンセラーの感謝状が届いています。 
 
木宮 雅徳幹事 
・臨時理事役員会議事録を配布致しました。先週公示致しました
入会候補の中野広行氏につきましては、その後異議なく入会と
決定いたしました。オンライン例会の食事補助についての確認
事項では、2/10（水）より開催されるオンライン例会では食事
補助はなしという議事録を再確認しました。新型コロナウイル
スによる休会の食事代は本会計に戻すことで承認、 地区大会と
ＩＭの登録料はニコニコに繰り入れるということで決定しまし
た。例会場候補はアンケート結果を報告し多数決で東京ドーム
に決定しましたが、この後のクラブ総会にて皆様の確認を得る
ということになっております。     

・月一回断食基金へのご協力ありがとうございました。 
・4月のロータリーレートは１ドル 110円です。 
＜地区関係行事＞ 
本日 18時から開催される地区大会晩餐会に山下会長と土居会員 
と私が出席、明日の地区大会 2日目は７名が出席します。 
4/10（土）学友の集いに私が出席します。 
 
 
 
 

山下 憲男会長 

松島会員より経過報告が大事だとアドバイスがありました
ので、時系列に沿って報告致します。 
2020年 12月 28日にグランドパレスの営業が 6月末日で一旦

休止と連絡がありました。神田と密な連携で効率的な例会場探
しを始める旨を確認し、私と木宮幹事、神田 RC は石澤会長と
荻原幹事の 4名で情報共有しました。 
お茶の水はグランドバレスから椿山荘、東京ドーム、エドモ

ントを紹介され、神田 RCは 1月 14日にはグランドパレスの河
村社長から如水会館、エドモント、東京會舘が推挙され、系列
のパレスホテルは引き受けない方針とのことでした。神田は 2
月 4日の理事会でアンケートに基づき、帝国ホテル、エドモン
ト、如水会館を候補とし 2月中に絞り込み、3/11に臨時総会を
開催し決定する方向と連絡がありました。本来ならば神田とお
茶の水は同会場にしたいところですが、固執すると会場選びは
狭き門のため会場選びが進まないので各々が探しながら情報
交換は続けましょうということで合意しました。 
お茶の水は例会場選考委員会や委員長を決めて交渉をお願

いしようと思い先輩会員に相談しましたが、かえって混乱を招
くということで、会長と幹事が中心に情報収集し理事役員会に
諮ることにしました。 

 
 

 

クラブ臨時総会 

７月からの例会場について 

  

  



国際ロータリー第 2580地区 

2020-21年度地区大会の報告  

2月10日、神田よりエドモントに決まりそうですが、
水曜日は本郷 RCが入っているのでお茶の水は難しいで
すねと連絡が入りました。エドモントは受けるクラブ
は 1 クラブということでしたので、神田で決まればお
茶の水は曜日を変えても入れません。お茶の水は例会
場候補、約 15 会場をリストアップし、2 月 18 日、 赤
坂プリンスを視察、その後 KKR を視察しました。そこ
でわかったことは、食事代を含め価格が高いことです。
他クラブもビジター費を上げる方向であり、いかにグ
ランドパレスが破格の条件であったかがわかりました。
これに近づけるべき会場探しが始まりました。私と木
宮幹事が仕事の合間を縫って時間を調整し回りました。
調べてみると候補の中では東京ドームがリーズナブル
であることが分かりました。将来の展望として九段会
館を視野に入れる 2 面作戦で選定に望む方向とし、高
山会員にご尽力いただき情報収集をお願い致しました。 

2月12日、神田よりエドモントにすんなり決まらず、
帝国ホテルも選択肢に加わってきたとの連絡がありま
した。帝国ホテルの場合、年間 4百万円例会費が増え、
一人当たり 6 万円ほど年会費が値上げになり、更に例
会日を金曜日に変更しなければならないという問題が
あるとのことでした。何があるか分からないのでエド
モンとの仮予約は外せないとのことでした。 

3月 2日、神田が帝国ホテルと交渉を始め、食事代を
5,000円程度に抑えられそうになり、3月 4日の理事会
で帝国ホテルに決定。但し、3 月 11 日の臨時総会まで
はエドモンドを抑えておきたいとのことでした。そし
て、3月 11日に帝国ホテルが正式決定されました。 

3 月 23 日、お茶の水は候補が 4 ヶ所に絞り込まれま
した。委員長数名の方にヒアリングをしてアンケート
作成、例会場と希望の曜日も併せて皆様にアンケート
をお願いしました。 
ヒアリングでは、例会の月 4 回（週 1 回）開催は見

直すべき時期にきているのではないか。RI も月に 2 回
以上ということになっているので、月 4 回（週 1 回）
開催に拘るべきではないのではという意見。また、若
手で委員長を務めておられる方は、例会場の変更に伴
っての会費の値上げは困る。会社では経理部門にロー
タリーのメリットを説明して会費は会社負担にしても
らっている関係で会費の値上げは退会を誘発しかねな
いという意見。当クラブの例会は創立当時の会員数 40
名の運営方法を崩さずに体裁や対外的な側面に未だに
こだわっているように映る。他クラブでは例会場が商
工会議所や信用金庫などで経費節減していたり、弁当
を会員が配ったりして運営している。この際、ロータ
リーの精神に戻り例会の開催方法も考え直すべきでは
ないか。地方の有名なクラブを訪問した委員長の方の
意見は訪問先は SAAなどの機能を立派に果たしている。
それに比べて当クラブは本来会員の役割の方が行うべ
き各役割や作業をホテル側や事務局に任せているよう
に思えるという話もありました。一方、年会費が上が
っても宴会場のある施設が良くて、それ以外の施設は
会場の設営や音響設備、その他の備品など会員の作業
負担が多くなる。サービスの充実したホテルが例会場
としては相応しいのではという意見もありました。 
このような意見を基にアンケートを作成しました。 

皆さんの意見を基に 3つの方向性を定めました。 
1、従来通り、例会を月 4回（週 1回）は開催し、ホテ
ルでの開催は継続する方向 

2、従来の年会費で通し、例会場が変わることでの年会
費の値上げはしない方向 
3、従来通り、例会の運営方法や体裁(風格、品格)、
開催曜日などは変更せずに継続する方向  

今回のクラブ総会はあくまでも例会場をどこに移
すかという観点で承認して頂きたいと思います。クラ
ブ運営をどうするのか、運営方法の見直し、本来の例
会のあり方などは、クラブフォーラムで検討したいと
考えております。 
 理事役員会でも経過報告をし、会場を決定いたしまし
た。ご意見がありましたら受け付けます。理事会で決定
したことをご承認頂けます方は拍手をお願いします。
（拍手多数）ありがとうございました。 
 
 
 
 

 

海江田健司副幹事 
2021年 4月 7日(水)・8日(木)、ホテルニューオータ

ニ「鶴の間」にて、2020－21年度 国際ロータリー第 2580
地区の地区大会が開催されました。4月 7日(水)は国際
ロータリー会長代理ご夫妻歓迎晩餐会で山下会長・木宮
幹事が出席し、4月 8日(木)は本会議で山下会長、西村
副会長、木宮幹事、土居地区 RLI委員長、牛島次年度ガ
バナー補佐、青木次年度分区幹事と私の計 7名が出席し
て参りました。 
例年よりも 2 か月ほど時期をずらしてではありまし

たが、ホストである東京浅草中央ロータリークラブの
方々の尽力で万全の感染対策の元での開催となりまし
た。 
今年のホルガー・クナーク国際ロータリー会長のテー

マは「Rotary Opens Opportunities」(ロータリーは機
会の扉を開く)です。本会議プログラムにおきましても
このテーマを反映し、より内容が凝縮された地区大会と
なりました。開会後は恒例の国際ロータリー会長代理紹
介、来賓紹介や各クラブ紹介に続きガバナー挨拶並びに
地区の現況報告、国際ロータリー会長メッセージ並びに
国際ロータリーの現況報告がございました。 
その後、各種委員会報告、大会決議採択、表彰等を経

て記念講演となりました。今年の講師は小池百合子東京
都知事ということで注目を集めておりましたが、残念な
がら直前に来場が叶わなくなってしまったとのことで
した。急遽オンラインでの記念講演となりましたが、未
来に向けた新しい東京のビジョン等、示唆に富んだお話
を伺うことができました。 
全体として大会事務局のご尽力によりコロナ禍での

開催にもかかわらず非常に充実した内容でした。 
 
 

記念講演 

東京都知事 
小池百合子氏 
  

 


