
第 1223 回 2020 年 9 月 2 日例会報告 Vol28-7 第 1245～1248回 2021年 4月 28日～6月 2日 例会報告 Vol28-21 

第 1245回 2021年 4 月 28日 
オンライン例会 

 

今日の卓話 
ガバナー補佐として 1 年を振り返り  ガバナー補佐 西岡孝志様 

デジタルと自分の人生         分 区 幹 事  谷井 玲様 

 

 

 

司会進行                     相倉 辰徳会員 

開会点鐘                      山下 憲男会長 
手に手つないで（演奏のみ）     大須賀 かおり 
 
会長報告  山下 憲男会長 

・6月 12日～16日に開かれるバーチャル国際大会のご

案内をメールにてご案内いたしました。プロモーショ

ン特別割引は 49米ドル ：米国中部時間 5月 7日午後

11:59 までです。日本時間はこれよりも 14 時間進ん

でいることにご留意ください。登録方法についてご質

問がありましたら事務局までお願いします。 

・地区より地区大会動画公開のご案内をメールでお送

りしました。ご覧下さい。動画や画面のイメージ保

存・転載、URL の一般公開（SNS 等）はお控えいただ

きますようお願いしますとのことです。 

 

幹事報告 木宮 雅徳幹事 

5月 12 日に理事役員会を予定していますが、リアルか

オンラインかは今後の状況によりますのでご承知おき

ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●会長・幹事セッション 西村美智子次年度会長   
会長幹事の分科会では、若林ガバナーエレクトが

本会議でお話されたことに加えて、主に 3つのこと
について言及されました。1つ目は、会長の責務につ
いてですが、このような状況下、漠然とした不安が
漂ってはいますが、会長はロータリーの知識を増や
していくことが必要であり、それは RLI等で学ぶこ
とができます。そして、それらの知識を会長の頭の
CPUに蓄積し、処理能力を高めていきましょう。また、
クラブ間の横のつながりを深めると共に、リーダー
としてクラブを率いて行きましょう、ということで
した。2つ目は、日本のロータリーは職業奉仕を重要
視しています。高潔性を常に念頭におきましょうと
いうお話でした。3つ目は、愛をこめましょうという
ことです。例示されたことは、お皿とナイフとフォ
ークを並べる人がいました。ただ並べるのではなく、
使う人に「幸せに」という気持ちを込めて並べまし
ょうと。そういったことでいろんなことが変わって
きますということでした。 
寄付金が今年から次年度にかけて50ドルアップし、

280ドルになります。年次基金 150ドル、恒久基金
30ドル、ポリオプラス基金 80ドル、ロータリー平和
フェローシップ基金 20ドルで合計 280ドルです。RI
の HPには、ポリオプラスはコロナによって滞ってい
ます。新型コロナウィルスのワクチンを無料で接種
できますが代金分をポリオプラスに寄付することで
ポリオ撲滅につなげようという話がありました。 
 
●オープン例会セッション 土居 岩生会員 
10月第 4週をオープン例会ウィークとし、第 2580

地区の 70クラブ全部がこの週に一斉に開催します。 
（お茶の水は 10月 20日）会員候補者に良い印象を
抱いてもらう方法、新会員もベテラン会員も顔音の

出席報告 
会員数 38名 ゲスト 0名 
出席数 
ZOOM 

23名 
3名 

ビジター 0名 

欠席数 12名 合計 23名 

2021-22年度第 2580地区ガバナー若林 英博氏 

 
大きな目標 

「世界で、日本で、地域で、良いことをしよう」         
1. 新型コロナウィルスで困っている人々を支援
しよう        
2. ポリオ根絶に向けて頑張ろう        
3. 元気なクラブになろう        
4. 会員増強・クラブ拡大をする覚悟をもとう       
5. ロータリーの公共イメージをアップさせよう 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

クラブ協議会 

地区研修協議会の報告 

 
 
 
 
 
 

 
 

2021-22 年度国際ロータリー会長 
シェカール・メータ氏 

 

 



参加を促す方法、会員基盤の多様性を諮る方法、そ
して、会員増強計画を作成しましょうという投げか
けでした。具体的には、各クラブから卓話者を出し
て頂きます。（108人）ゲストの方たちの参加費（食
事代）は一人あたり 5,000円、3名を上限とし地区か
ら各クラブに補助が出ます。沖縄のクラブから卓話
要請があった場合、卓話者の実費の内 3万円、地区
が負担します。オープン例会の予算として地区では
150万円の予算を計上しています。 
 
●クラブと例会のデジタル化推進セッション 

木宮 雅徳幹事 
1．例会をハイブリッド化しましょう。2．HPをリ

ニューアルし、きちんと更新しましょう。3.SNSの有
効活用、この 3つの話です。1．ハイブリッド例会は
紀尾井町 RCが成功事例として紹介されました。カメ
ラ 3台など設備を購入し、ZOOMのアカウントはクラ
ブで通信契約できないので、会員が名義貸しをし、
アカウント契約しています。今後紀尾井町 RCがハイ
ブリッド例会運営を継続するためにはスタッフが足
りないという問題があるようです。ほとんどのクラ
ブはハイブリッドになっていないので休会が大半で
す。指名がありお茶の水の現状を報告しました。2．
HPの件は若林次年度ガバナーが力を入れています。
新都心 RCと練馬中央 RCの HPが紹介されました。新
都心 RCは約 150万円かかりました。HPのストラクチ
ャーはもちろんですが、写真はプロのカメラマンが
撮りました。練馬中央 RCは、写真は「笑顔」で。ク
ラブ活動の見える化と PRだそうです。HPのガイドラ
インは地区で作成する予定のようです。懸念される
ことは、個人情報、セキュリティの問題ですが、随
時検討ということでした。3．SNSに関しては、嶋村
年度には you tube「嶋村チャンネル」で情報発信を
するそうです。 
 
●コロナ禍休会活動セッション 髙山 肇会員 
若林次期ガバナーからリモートの方が集中できる

とのお話しがありました。社会奉仕委員会の時園委
員長からはコロナ支援の対象や実績の情報共有を地
区 70クラブの中でしていきたい又社会福祉協議会、
地域の事業所とロータリーが連携していくなかでロ
ータリーのプレゼンスを高めて行きたいとの提案が
ありました。補助金委員長からは補助金の仕組みそ
して国際奉仕委員長からは特にコロナ禍で日本国内
に 
いる外国人が困っている人が多い情報収集をして支
援をしていってほしいとの提案がありました。 
 

●もっと元気なクラブになるためのセッション 
山下 憲男会長 

「元気なロータリークラブとは 
  松坂 順一パストガバナー」 

1．第 2580地区の会員数と出席率 
2000年 7月 会員数 4.303名 出席率 87.91% 
2020年 7月 会員数 2,868名 出席率 83,74% 
会員数で 1,435名、出席率 4.17の減少。 

2．会員数の減少はなぜ? 
・中小企業経営者の高齢化と後継者不足 
・戦後のベビーブーム世代が高齢化して若者が減っ

ている。 
・会員歴が長い会員は 2000年以降炉たりーが大き
く変化したのでつまらなくて退会へ。 

3．楽しく・元気なクラブとは 

知人・友人を、自信を持って勧誘できるクラブ 
・多様な会員が多くなり、Fellowship(親睦)が高ま
り出席率も上がるのでは。 

・10月第 4週のオープン例会へ本気で誘える様に
しましょう。 

4.元気なクラブは例会にオンラインを取り入れている 
・インターアクト・ローターアクト世代には、当た
り前のオンラインがこれから入会する若者には必
需品アイテムである。 

・ロータリー歴 20年を超す会員が、クラブ内の若手
会員の背中を押して沢山の経験を積ませてリーダ
ーを育てているクラブ。                

「新しいタイプの衛星クラブで会員増強を! 
       2021-22 年度 嶋村文男ガバナーノミニー」 

1．なぜ今、新クラブの拡大が必要なのでしょうか 
クラブに柔軟性と革新性がないとクラブは衰退する。 
・平均年齢の上昇に伴い、クラブの活力が減退して
いる現状がある。 

・これが今日のロータリーの最大の課題である。 
・若い人が入会しないとロータリーは衰退する。 
・若い人たちがロータークラブへの入会をためらう 3

つの課題。 
① 会費 ②出席義務 ③例会スタート時間 

・若い人たちはより柔軟性を持った例会開催や運営
を望んでいる。 日本の昼例会は 95%、世界は 50% 

2．衛星クラブ設立のメリット 
(1)スポンサークラブも新会員確保も出来て、将来の

RC会員の候補者となる。 
(2)設立には 8名の会員が必要である。 
(3)独自のクラブ細則を制定し、例会日、時間、会場、

年会費を決定できる。 
(4)例として年会費はスポンサークラブの 1/3 
(5)例会は 2週に 1回、月 2回開催。 
(6)例会時間は夜 6時半から 

3．新発想で新しい衛星クラブを考えて、クラブ会員増
強につなげてみませんか? 

4．中央分区の「あるクラブ」は会員全員にオンライン
例会を定着さすために幹事の方が操作になれない
会員を訪問して熱心に指導し定着させている。 

 
●公共イメージセッション 岡田 邦男会員 
松崎徹哉地区公共イメージ向上委員長より委員会

方針と活動計画の発表がありました。 
1.クラブ奉仕活動を、公共イメージ向上員会を中心
に積極的に PRしましょう。 

・各クラブ担当者名簿を作成し、地区委員会と各ク
ラブの情報共有を図る。 

2.地域の行政期間広報窓口とのつながりを持ちま
しょう。 

・卓話に招致する。奉仕活動を共催する等。 
3.クラブ HPや face bookなどの SNSを活用しまし
ょう。 
・定期的な更新を心がける。1ヶ月以上の放置に対

しては更新を提案する。 
4.ロータリーデー推進委員会と協力し、公共イメー
ジ向上につながる催しを開きましょう。 
① 半場現委員長との連携を密にし、実施可能なも

のを推進していく。 
・東京オリンピック聖火ランナーの警備奉仕活動

や東京シティハーフマラソンへの協力等。 
② 対外発信のツールとして、YouTubeを開局し活 

用する。 



イニシエーション・スピーチ 中野 広行会員 

第 1246回 2021年 5 月 19日 
オンライン例会 

 

・地区大会、IM、ロータリーデー、世界ポリオデ
ー等 

5.RIのビジュルアイデンティティーに理解を広げ
ましょう。 
・クラブ運営支援  委員会とデジタル化推進委
員会と協力しながら、My Rotaryや SNSへの理解
と活用を促進する。 

※新型コロナウィルスで展開が難しいものは、終息
後の活動に備える。 

 
●新世代育成セッション 角田 靖会員 
＜目標＞  
ロータリーの青少年に関わるプログラムに対する

理解を深めることにより、青少年との垣根を取り払
い一緒に奉仕活動を行うこと。 
5つのプログラムの説明がありました。 
1. 青少年奉仕 
① 青少年交換プログラム：現在も COVID-19 の影

響は全世界に広がっており、沈静化の気配もな
い状況のため、2021年 7月派遣は延期 

② RYLA ：ロータリー青少年指導者養成プログラム 
東京 RYLA受講生募集 
テーマ 「Next Future」 
日時：2022年 3月 25日〜27(日) 
場所：あきる野市 戸倉しろやまテラス 
募集人数：（在京 15  沖縄 6名）21名 
応募資格：地区内に居住、勤務または通学する

20歳〜30歳の男女で地区内のロータ
リークラブから推薦を受けた者 

2. 米山記念奨学制度 
3. 地区補助金 
4. ロータリー平和フェローシップ 
5. 希望の風奨学金制度 
ロータリーの友は、各クラブでもう 1 冊購入して、
歯医者・飲食店・理髪店・学校・地域センターな
どの公共の場所に置いていただくことで、ロータ
リーを広報しませんかという提案もありました。  

 
 
閉会点鐘                山下 憲男会長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
司会進行               傅  健興会員 
開会点鐘                 山下 憲男会長 
君が代・それでこそロータリー（演奏のみ） 

   大須賀 かおり 
 

会長報告   山下 憲男会長 

7月 8日（木）16時から ZOOMで開催されます、「も

っと元気なクラブになるためのワークショップ」のご

案内を、昨日メールにてお送りしました。入会 3 年未

満の方はご参加下さい。それ以外の方もご参加できま

す。 

6月 12日から開催されるバーチャル国際大会の登録方

法を昨日お送りしました。第 2580地区は登録が少ない

ようです。ご登録、ご参加ください。 

 

幹事報告   木宮 雅徳幹事 

昨日、KOG会（神田 RCとのゴルフ親睦会）を PGM総成

ゴルフクラブで神田 RCから 6名、お茶の水からは 7 名

13名で行いました。優勝は神田 RCの若手で元ゴルフ

部の森山会員、2位、岩佐会員、3位は牛島会員、ブー

ビー賞は松島会員でした。 

＜地区関係行事＞5/14、ガバナー補佐エレクトセミナ

ーに牛島会員と青木会員が出席、5/17、分区別ミーテ

ィングに牛島会員が出席しました。 
 
 

私の生い立ちと精神に影響を与えた薩摩の気風につ

いて、息子の中学時代の自由研究で、手ほどきして書

にまとめたものがありますので、これを元に紹介させ

ていただきます。 

大河ドラマ「西郷どん」が放送された年、我が家は

大いに盛り上がっていました。母校の近くにある加治

木の龍門司坂、「西郷どん」のロケにも使われた場所で

す。西南戦争の時、私の郷里の帖佐郷からは一族郎党

を含む四百名程が西郷軍に従軍、別府晋介率いる大隊

に配置され、薩軍の先鋒としてこの坂道を通って熊本

に向かっていきました。当時、鹿児島では珍しく大雪

が降っていたと言います。戦没者は中野家のお墓のあ

る総禅寺跡墓地入口の招魂碑に刻まれています。 

戦国武将として名高い島津義弘公には、朝鮮出兵帰

還後に 10 年過ごした居館跡の隣りが中野家の本籍地、

終焉跡地に作られた加治木高校が私の母校という縁が

あります。明治生まれの祖父は、軍書記官として台湾

に移り、母は高雄で生まれ育ちました。外に出る時は

いつもチャイナドレス、小学校の授業参観にもその恰

好で現れるので恥ずかしい思いをしました。兄が台湾

で亡くなって独り娘となり、父が鹿児島市内から婿養

子に入りましたので、中野家は母方となります。祖父

は伝統的な薩摩の郷士の気風で、質実で頑固者、いつ



も家ではふんどし一丁で過ごし、焼酎を飲んでいまし

た。父母が共働きでしたので、幼少の頃は祖父母と過

ごす時間が多く、この祖父から薪割りや草鞋編みを教

わりました。毎日の日課は、祖父の一番風呂に向けた

風呂焚きでした。家では多くの鶏を飼い、毎朝卵をと

り、年に１，２回特別な日には、狙いをつけた１羽を

祖父と共に生きた状態から首を絞め、逆さに吊って血

抜きを行い、毛をむしり、さばきました。今では考え

られない生活です。私の誕生を記念して庭に植えた鹿

児島特産の 2 本のボンタンの木は、つい最近まで毎年

たくさんの実がなり、東京に送ってもらい、職場の人

におすそ分けしていました。 

私の原風景には、こうした薩摩の田舎で自給自足す

る郷士の流れをくむ気風があります。 

自然と小学３年から剣道を始め、主将として九州大会

でベスト８に入り、水戸の全国大会にも出場し入賞し

ました。中学は荒れていて、剣道の指導者も不在でし

たので、先輩からのしごきで腰を痛め、残念ながらこ

の剣道は高校で断念することになりました。 

さて、敗戦による台湾からの引き揚げの際、代々受

け継がれた刀・羽織もの・系図等全て取り上げられた

ため、帖佐郷の士族ということ意外はっきりとした系

譜を辿れません。鎌倉時代、京都から平氏の系譜の平

山氏一族が下向し、あたり一帯を統治します。その中

に平松氏がいて、治めていたところが平松という地名

です。祖父は幼くして両親を亡くし、一族の平松家に

預けられており、家紋も平氏の代表的な揚羽蝶なので、

ルーツはそこにあるのではと思っております。義弘公

は朝鮮出兵後、帖佐、加治木の間に平松でも居住して

おりましたのでよっぽどの縁を感じますが、このルー

ツが正しければ、我が中野家一族は島津家に征服され

た側になります。 

薩摩の気風を作り上げた教育の始まりは、「日新公い

ろは歌」にあります。日新公というのは島津義弘の祖

父にあたり、この人がいろは歌の替え歌を作り教育に

利用しました。 

「いにしへの道を聞ても唱へても わか行ひにせすは

甲斐なし」 

どんなに学んだり口で言っても、自分の行動に移さな

いと甲斐がない、という意味です。 

武士である中野家も代々この教育を受けたことと思い

ます。この薩摩伝統の教育の土台があって、幕末に登

場するのが名君、島津斉彬です。斉彬の「思無邪」と

いう書。思い邪無しという論語の言葉です。中学１年

時、息子はこの「思無邪」を揮毫しました。私の座右

の銘でもあります。ですから、私の行動には一切邪は

ありません。安心して下さい。 

斉彬の下で登場してくるのが、明治維新を成し遂げ

た西郷隆盛と大久保利通の二人です。各々「敬天愛人」

「為政清明」の書です。二人は西南戦争で袂を分かち

ました。私もそうですが薩摩の人間は無条件に西郷隆

盛を敬愛します。しかし大久保利通も邪は無く、無私

の心で私財を肥やさず、死後には借金だけが残ってい

たと言います。２年時は、息子にこの二人の思いを一

つにするべく「敬天愛人」「為政清明」を一体化して揮

毫させました。 

こちら地図で郷里をお見せします。姶良の隣町が蒲

生で山下さんはここの士族です。海江田さんの実家は、

現在の実家から徒歩数分程のところにあります。 

３年時は、薩摩研究の集大成として西郷隆盛そのも

のに迫ります。西郷は書を残していません。西郷の教

えが書かれた「南洲翁遺訓」も庄内藩がまとめたもの

です。唯一自身で書いて残っているのが漢詩です。魂

や思いがもっとも込められているはずです。いくつか

取り上げ、最終的に書にしたのはこれです。 

一貫唯唯諾 従来鉄石肝 貧居生傑士 勲業顕多難     

耐雪梅花麗  経霜楓葉丹  如能識天意  豈敢自謀安    

 この漢詩自体はほとんど知られていませんが、「耐雪

梅花麗」は元広島カープの黒田投手の座右の銘として

有名になりました。まさに薩摩の神髄に迫る言葉だと

思います。息子もこの漢詩に感銘し、全紙でこれを墨

書しました。親ながら、中学生が書き上げたものとし

ては大したものです。 

これは両親の写真です。二人とも 89歳になり健在で、

父親はまだ車を運転しています。姉が鹿児島市内在住

で城山ホテルに勤めており、何かあれば実家の世話を

しています。こちらは家族で、妻は東京世田谷生まれ、

現在書道教室を開いております。隣りが息子です。そ

の隣りは加治木島津家当主の島津義秀さんです。義弘

公が祀られている精矛神社でお会いして撮った写真で

す。ここも「西郷どん」のロケに使われました。義秀

さんは大阪生まれですが母方が島津義弘公直系で、大

学卒業後こちらで宮司のかたわら薩摩琵琶や自顕流の

普及に努めておられます。 

息子は、五歳から空手をやり小学生で見事黒帯を取

得し、中学からは好きな野球をしています。中高一貫

の国立にある桐朋高校野球部です。こちら野球部なが

ら、昨年の学園祭ロゴの題字を依頼され揮毫しました。

今年高校最後の夏を迎えます。秋ブロック大会は保護

者も観戦不可、春ブロック大会は東京だけ中止、いま

だに公式戦を応援できずにいます。昨年から中止・自

粛と制限が続き、子供たちにかける言葉もありません。

せめて最後の夏の大会が無事に普通に実施されること

を祈るのみです。私は保護者会でビデオ制作を担って

おり、こちらの仕事も大変な労力を掛けている状態で

す。 

本日お話ししたこのような歴史に根差す薩摩の気風

で育った私は、お金、損得、合理より心意気で動きま

す。迷ったら進む、走りながら考えます。なので生傷

は絶えません。広告会社を飛び出し、衛星放送の開局

から黒字に転換するまで大きな傷も負いました。減資

をして再建し、リーマンショックであのトヨタが大赤

字の時には、5年連続で 5億程の利益を上げました。こ

の 4月からまた、新しいことに走り出し修行の身です。

若い頃、猛烈に働き、無茶な遊びをした因果で、今は

体にがたがきて無理がきかなくなりましたが、心意気

で立ち向かいます。 

 こうした薩摩の気風によって培われた精神は、ロー

タリークラブの精神にも通じます。 

 ご指導の程、どうぞよろしくお願いいたします 
 
 
閉会点鐘                 山下 憲男会長 
 



第 1247回 2021年 5 月 26日 
オンライン例会 

 

イニシエーション・スピーチ 角田 靖会員 

 
 
 
 
 
司会進行               傅  健興会員 
開会点鐘                 山下 憲男会長 
それでこそロータリー（演奏のみ） 大須賀 かおり 
 

幹事報告   木宮 雅徳幹事 

6 月の理事役員会は今のところ、6月 9日にグランド

パレスで開催致します。6月 2 日は理事役員会を行い

ません。6月のリアル例会の開催有無は決定次第、ご

連絡差し上げます。 

＜地区関係行事＞5月 20日に行われました、会長ノミ

ニートレーニングに私が参加致しました。 
 

次年度報告 

西村美智子次年度会長   

全 10回行われるワークショップの今回 1回目のご案内

です。7月 8日（木）16～18 時に ZOOM で行われます。

入会 3年未満の方々に向けた企画ですが、今回は ZOOM

開催で人数制限がございませんので、入会 3年以上の

方でもご参加頂けます。内容はロータリーの友 人気連

載『大人の着こなし図鑑』 生レッスンや、水野正人パ

ストガバナー（東京 RC) 講演「ロータリーは楽しい」

です。登録料は無料です。参加の方は事務局にお申込

み下さい。 

 

海江田健司次年度幹事 

5 月 17日に次年度委員長の皆様に事業計画書の作成

依頼のメールをお送りしています。ご不明な点がござ

いましたら、次年度会長、幹事までご連絡下さい。何

卒宜しくお願いいたします。 

 
 

 

私は、1959年神田で生まれ。小学校に上がる前まで

岩本町で暮らし、その後に引っ越しをして市川市で育

ちました。中高一貫の学校に入学し、高校 1年生の時

に参加した EIL(日本国際生活体験協会)ホームステイ

を通じて国際交流から旅行にはまり、大学は旅行三昧

でした。 

大学卒業後、繊維商社に就職して 1987年に 57歳で

父が亡くなって現在の会社に就職しました。 

家族構成は、33年前に結婚した妻と結婚していない

長男と長女です。 

現在も、10年前に入会した東急ハーヴェストと言う

会員制リゾートホテルに毎月旅行しています。 

次に、地域活動として次の6団体に所属しております。 

岩本町三丁目町会   

岩本町 東神田ファミリーバザール  

万世橋ビル防犯協議会 

万世橋交通安全協会 

神田防火管理協議会 

神田法人会 

企業様や地元住民の皆様と交流させて頂いており

ますが、昔ながらの伝統をしっかりと残しつつ、若い

方たちも可能性を広げられる懐の深い街だと実感して

おります。 

最後に、簡単に会社の紹介をさせて頂きます。 

1921年 祖父、角田清が東京 下谷に婦人子供服製造

業を創業 角田清商店としてスタートしまし

た。 

1942年 戦争の為の企業整備により、同業 7社を統合

して既製服中央第三十七代行株式会社が設立

取締役社長に角田清就任 

1948年 戦後、繊維の統制摘発により同業 7社と分離。

社名を三七ドレス株式会社として出発。 

1974年 社名を株式会社スリーセブンとして子供服製

造販売で全国の百貨店と量販店でお取引させ

て頂きました。 

1985年 靖国通り沿いにスリーセブンビル竣工して 

賃貸オフィスビルとしてご提供。 

2007年 子供服を辞めて不動産賃貸業に専従しました。 

2009年 社長就任して現在に至っております。 

 

私に、出来るクラブに貢献に尽力させて頂きますの

で今後共宜しくお願いいたします。 

 
 
閉会点鐘                山下 憲男会長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第 1248回 2021年 6 月 2日 
オンライン例会 

 

日本のロータリー100周年を祝う会 

西村 美智子会員 

 
 
 
 
 
司会進行               牛島  聡会員 
開会点鐘                 山下 憲男会長 
君が代・我らの生業（演奏のみ）  大須賀 かおり 
 

幹事報告   木宮 雅徳幹事 

メールでご案内いたしましたが、6月 9日の例会と理事

役員会はハイブリッドで開催されますので、ご心配な

方は無理をせず、ZOOMでご参加下さい。宜しくお願い

いたします。 

昨日の PETSで若林ガバナーエレクトからクラブの HP

をきちんとリニューアルして下さいとご指摘がありま

した。来週の理事役員会に上程しますが、HP制作会社

の見直しや運用の仕方について話し合います。コロナ

収束後を想定し、HPおよび SNSとの連携できている HP

を作るべきかと思います。 

＜地区関係行事＞昨日、PETS（会長エレクト研修セミ

ナー）に西村次年度会長と、牛島次年度ガバナー補佐、

青木分区幹事が出席されました 

 

副幹事報告  海江田健司次年度幹事 

次年度事業計画書が昨日締め切りでしたが、まだ提出

していない委員長の方は、6/4（金）までご提出くだ

さい。宜しくお願いいたします。 
 
 

 

5月 25日に開催されました。6月中旬頃まで YouTube

で視聴可能です。是非会員の皆様も視聴いただき、ご自

身なりの感想を持っていただければと思います。（以下、

敬称略） 

日本のロータリーの誕生～創成期～再加盟まで  

1905年 ポール・ハリスがシカゴにて RCを創立 

1915年 福島喜三次（キソジ）が米山梅吉にロータリー

の存在を伝えた 

1920年 東京クラブ(1)が誕生 

    スポンサー：テキサス州ダラス 

    チャーターメンバー：24名 

    初代会長：米山梅吉 

    幹事：福島喜三次 3名 

     

2つのモットー「超我の奉仕」と「最もよく奉

仕する者、最も多く報いられる」 

    ロータリーの綱領（現在はロータリーの目的） 

    4つのテストが用いられた。4つのテストは会員

名簿にも掲載されていますのでご覧下さい。 

1922年 大阪クラブ(2)が誕生 

1923年 関東大震災の甚大な被害に対し世界各国から東

京 RCに義捐金や救援物資が送られ、それを被害

地区に送ったことにより RCの知名度が上がっ

た。東京 RCにとっても初めての大々的な奉仕活

動だった 

1924年 神戸クラブ(3)、名古屋クラブ(4)が誕生 

1925年 京都クラブ(5)が誕生 

1927年 横浜クラブ(6)、京城クラブ（ソウル）(7)が 

誕生 

1928年 日本、朝鮮、満州、樺太、千島、台湾を「第 70

区」として RIから正式承認（当時は上記（1）

～（7）の 7クラブのみ） 

1931年 満州事変勃発 

    日米関係が悪化、軍閥の台頭、ロータリーへの

弾圧が高まる 

1935年 ポール・ハリス来日 

1936年 大連宣言採択：綱領と倫理訓を格調高い日本語

で表現＝ロータリーの日本化 

1940年 国際ロータリーを脱退、RC解散 

⇒七曜倶楽部連合会（東京水曜会、大阪金曜会、

静岡木曜会、岡山水曜会、京都水曜会、神戸木

曜会、高知火曜会、広島火曜会、名古屋同心会、

函館職能協議会、札幌職能会、福岡清和会等） 

    名前を変えて例会を継続し、ロータリー精神が

失われることはなかった 

    東京 RCを解散するにあたり、米山梅吉は「奉仕

の理想はあくまでも堅持したい！」と最後の挨

拶 

1941年 第二次世界大戦 

1946年 4月米山梅吉、9月福島喜三次、1947年 1  

 月ポール・ハリス逝去 

1949年 東京クラブ：国際ロータリー復帰 

京都、大阪、名古屋、神戸、福岡、札幌他を「第

60区」として再開 

1952年 米山奨学金制度設立 

1961年 第 1回東京国際大会（世界 74ヶ国参加） 

 

来賓祝辞 田中 作次元 RI会長  

ロータリーとは、人々が世界をより良くするための方法

であり、その役割は平和を築くこと 

▪ 世界は問題（貧困、飢餓等）が山積し、大きすぎて解

決できない、役に立ちたいがどうすればよいかわから

ない、だから結局何もしないことを選ぶ 

▪ このような態度を変える方法がロータリー、ロータリ

ーにお手上げはない 

▪ 民族・宗教・政治・国を超えて、実際に手を動かして

活動し、良い影響を生み出すことができる 

 

祝辞 東京 RC 濱口 道雄会長 

▪ 2020年 10月 21日、クラブ 100周年記念例会、日本の

ロータリーの 100年は偉大な飛躍の歴史 

▪ 解散時の米山梅吉の言葉「奉仕の理想はあくまでも堅

持したい」 ⇒この言葉がロータリー活動の原点＋ア

イデンティティー 

▪ 社会における組織は世の中で必要とされる組織でな

ければ長続きしない。必要とされる組織であるために

はその組織に、社会における存在価値があるかどうか

が問われる 



▪ 時代の変化とともに、ロータリー活動が変化したとし

ても、ロータリーが上記原点から離れることがないよ

うに！何故なら、それがロータリーの存在価値を保ち、

社会になくてはならない組織であり続ける道と信じ

るから 

 

基調講演：果たしてロータリーとは？過去・現在・未来 

日本のロータリー100周年を祝う会 千 玄室委員長 

▪ 禅の言葉で「清流無間断（せいりゅうかんだんなし）」 

▪ 水は一雫、二雫が絶えず流れて、水たまりになり、溢

れて、流れ流れて大きな川になる。まさに、日本のロ

ータリーは、米山さんが一つの雫をもたらしたもので

あることを、もう一度改めて考え直さなければいけな

い 

▪ アメリカで生まれたロータリーが世界中に広まって

いるのは何故だろう？ロータリーの価値とは何なの

か？ 

▪ 「奉仕（Service）」＝自分の職業を通じてどのよう

に考えていかなければいけないか？－他の人のため

に、自分の心身を捧げるものである 

▪ 未来に向かって何をすれば良いか？－まずはポリオ

根絶 

▪ Shaping Rotary’s Future（シンプルな構造、素晴ら

しい機能を持った Highway） 

▪ 区別・差別なく平等 

▪ クラブを大事に！メンバー同士が信じ合う、一緒にな

る All together！ 

▪ 善意という波が大きく地域社会へ打ち寄せるよう

に！ 

 

パネルディスカッション 

「日本のロータリー100周年を振り返り、これからの日

本のロータリーを想う」 

 

日本のロータリーの歴史＝人づくりの歴史 

 

草創期 

▪ ロータリアンの育成 

▪ 社交クラブとして定着：企業家・名士の教育の場 

▪ ロータリーの精神の教育 

 ロータリーの日本化の大連宣言 1938年 

 

再加盟から発展へ（平和への志向） 

▪ ロータリーの精神の教育 

▪ 会員数世界第 2位へ（1996） 

▪ 青少年育成（RIJYEMの強化） 

▪ ロータリー米山記念奨学会と学友会ネット 

 日本独自のプログラム：海外からの奨学生を受入 

 (累計 22,000名) 

▪ ロータリー財団奨学生 

▪ 世界平和フェローの育成 

 

日本のロータリーの歴史＝人づくりの歴史 

激変する 20年（2000年頃～） 

▪ 人づくりの 100年であり、世界平和を希求し、ロータ

リーVision声明を出すなど、多様な取り組みをしてい

るが、会員数が減少している状況 

▪ 会員増強、退会防止のため、例会数を減らしていい、

同業者の数は 5人まで認めるなど、ルールを緩くした

が全く効果はない 

▪ 抜本的な構造改革が必要。今のヒーラルキーをやめ、

民族や宗教、文化などの同じもので構成された地区を

作り、ガバナーは 2～3年務めるなど、運用の柔軟性

を求めるの声がある 

▪ DEI（Diversity, Equity and Inclusion） 

多様性、公平性、これらの人々を本当に取り入れて仲

間になろうという精神をより強くしていきましょう 

 

これからの 100年 

▪ 日本のロータリーの出番をまっています 

  ～希望～ 
 
 
閉会点鐘                山下 憲男会長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


