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プログラム 
司会進行            牛島  聡会員 
開会点鐘              山下 憲男会長 
我らの生業（ピアノ演奏のみ） 
ニコニコボックス報告    牛島  聡会員 
会長報告            山下 憲男会長 
幹事報告          木宮 雅徳幹事 
次年度幹事報告      海江田次年度幹事 
出席報告            海江田健司会員 
閉会点鐘              山下 憲男会長 
 
誕生日祝い 
4/26西村会員、5/2中野会員、5/26岩佐会員 

皆様にはご自宅に季節のフルーツをお送りして

おります。 
 
 
 
 
 
 

 
 
出席報告 
会員数 38名 ゲスト 0名 
出席数 
ZOOM 

19名 
0名 

ビジター 0名 

欠席数 19名 合計 19名 
 
 ニコニコボックス 
山下会長 本年度も残り少なくなりました。

また、コロナも収束しオリンピッ
クも無事終わることを願います。 

土居会員    RI の大変革が 2000 年から始まり
2020 年に顕在化しました。それに
遅れることなく 2020-21 年度の会
長、幹事が対応して頂きました。
今後は心の問題です。引き続き頑
張って下さい。 

永井会員    
 
 
西村会員 
 
 
 
髙山会員 
 
牛島会員 

皆さんお久しぶりです。コロナワ
クチンもやっと 2 回目が終わり、
ほっとしております。 
お世話になったグランドパレスさ
んも残すところ 2 回となりまし
た。感謝を込めて、思い出をかみ
しめたいと思います。 
グラパレの例会も残り少なくなり
ました。 
本年度の例会あと 2回です。 

 計 29,000円  累計 443,670円 
 

 

今日の卓話    最終例会にあたり 
会長 山下 憲男・幹事 木宮 雅徳 

    

 

山下 憲男会長  

1.先日の地区大会において、「ロータリー 

財団 100％ロータリー財団寄付クラブ」 

と「Every Rotarian, Every Yearクラブ」 

で表彰されましたのでご披露します。 

2.奧山会員から嬉しいニュースがありました。事務局に入っ

たメールを紹介します。「昨日、退院後初めての外来診療

がありました。 結論は今回の治療はいったん終了とし、以

後は経過観察として、4か月に一度の外来を受診して検査

をするということになりました。7月からロータリークラ

ブに復帰します。」とのことです。 

 

木宮 雅徳幹事 
1.東京久留米 RC50周年記念誌が届いています。受付にありま
すのでご覧ください。 

2.6月度理事役員会の議事録を配布いたしました。 
3.ロータリーデーでワセダ RCが 7月 18日（日）に献⾎を行い
ます。私も参加します。午前中が良いかと思います。新宿駅
南⼝（JR改札⼝）前で 10:00〜11:45と 13:00〜16:00。お
時間がある方は献血をお願いします。 

4.今年度、地区補助金で申請しましたブックハウスカフェの子
供食堂は残念ながら通りませんでしたが、７月 28日はブック
ハウスカフェでの例会です。皆さんご参加下さい。 

＜地区関係行事＞   本日の千代田グループ新旧合同会長・幹事
会に、山下会長、西村次年度会長、海江田次年度幹事、牛島次
年度ガバナー補佐と私が出席、6/25（金）沖縄で開催される DL
資格取得セミナーに土居会員が出席します。 
 
牛島 聡会員  
ロータリーデーの補足をします。献血だけではなく、呼び込み
をお手伝いして頂ける方もお願いします。東京ワセダ RCが主
催ではありますが、お茶の水 RCの活動として SNSに載せるこ
ともできますし、東京ワセダローターアクトクラブも主催者で
すので、若い人たちとの触れ合う良い機会だと思います。是非
ご参加下さい。できましたら午前中にみんなで一緒に行けたら
と思っております。木宮幹事までお申込み下さい。 
60才から64才までの間に献血の経験者は69才まで献血ができ
ます。 
 

海江田健司次年度幹事 
本日、皆様のメールボックスに次年度委員長、委員の任命書と
SAAと親睦委員会の例会担当表をお入れしましたのでご確認下
さい。 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
司会進行 海江田健司次年度幹事 
 
西村美智子次年度会長 
2012年 1月に入会し 9年、勉強不足ですが精一杯頑張
りますので、皆様ご協力の程宜しくお願いいたします。 
基本方針 ロータリーに何に価値を感じて入っている
のかということを改めて認識して頂きたいと思ってお
ります。ロータリーは奉仕活動をやるためだけのもの
ではなく、ご自身の幸福のためでもあり、ロータリー
の活動を通じて一人一人が幸福になって頂き、自分に
とっての目的を再認識することからスタートして頂き
たいと思っております。 
「My Purpose♥」を起点とし、「Inspiring」へ 
「Inspiring」とは、気持ちがワクワクする感じです。 
みんなに会える、クラブというコミュニティでやりた
いことができるワクワク感を持って頂けたらと思いま
す。それが基本となってロータリーの活動がしっかり
できるようになると思います。 
会員増強 小手先のことをやるのではなく、一人一人
が楽しいクラブ、クラブに入って良かったと思えるこ
と自体が増強に繋がると考えております。山下会長に
はネットワークを発揮して頂き多数の若手を入れて頂
き感謝しており、さらに広げていけたらと思います。
ロータリーの理念やビジョン、行動指針はありますが、
ご認識して頂きつつ、自分に立ち返るところからスタ
ートして頂けたらと思っております。 
 
クラブ奉仕委員会 木宮 雅徳委員長 
コロナ禍でワークスタイルが変わってしまうと、組織
の一体感がなくなります。7月からは元気なクラブに
なるといいなと思っております。石渡親睦委員長より
地域と一緒に何かやろうと提案があります。前年度よ
りも多く地域との交流ができると期待しております。 
 
会員選考委員会 木宮 雅徳委員長 
女性会員が 1名なので、もう少し増やしたいです。山
下年度でオンライン会員が新設されましたので盛り上
げて頂きたいと思います。 
 
出席・SAA委員会 牛島 聡委員長 
1.新型コロナ・ウイルスのワクチン接種が国内で行き
渡るまで、前年度と同様にハイブリッド例会の実施
となる。   

2.再び緊急事態宣言が発令された場合はオンラインで
の例会開催となるが、会員間のリアルな接点が減る
ことでロータリアンであることの意識が下がり、そ
の存在意義が薄れることを防ぐための策を検討し実
行する。 

3.例会場では感染予防対策を徹底し、会員への注意を
促す。  

4.ゲスト及びメーキャップ者へのホスピタリティある
対応に心がける。 

5.例会を欠席しがちな会員（オンライン会員も含む）
への積極的な声がけをする。お声掛けしないと出辛
いので、参加してもらえるよう、みんなで声掛け、
心遣いが必要だと思います。 

 

プログラム委員会 笠原健太朗委員長 
重大な役目を仰せつかりありがとうございます。委員
の皆様と協力すれば何とかなると思います。私なりに
全力で頑張ります。皆様宜しくお願いいたします。 
 
親睦活動委員会  石渡 伸幸委員長 
1納涼家族懇親会 椿山荘または東京湾クルージン
グ・屋形船など 

2．クリスマス家族親睦会 赤坂プリンスクラシックハ
ウス東京を予約してあります。 
但し、納涼家族親睦会とクリスマス家族親睦会は、
新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、中止
または延期とさせて頂くことがあります。 

3．誕生日祝について 
 東京ドームホテルのお菓子 2000円～3000円、残金
は親睦活動委員会の新規事業の運営費とする 

新規事として、 
4．70才以上の高齢者を対象に憩いの場を設置する 
 例えば、千代田区の空き部屋を借り、11:00～14:00
頃の時間帯に、囲碁、将棋、麻雀、談話等で集う場
所を提供する。クラブが運営する。 

5. 千代田区の小中学校に、一言提言を募集します。400
字ぐらいで作文を書いてもらう。各種標語、俳句、
川柳でも良いです。優秀な作品には図書券またはマ
スコミへの発表。若いロータリアンに知らしめるた
めの一つの手段です。 

 
会員増強・退会防止委員会  土居 岩生委員長 
次年度西村会長より方針の発表がありました。ガバナ
ーの上をいく素晴らしい方針だと思います。会長の考
え方に基づいてやって参ります。2000年から RIは大
変革しました。2000年の地区会員は 4300人、現在 2600
人、66％減。当クラブは 1993年に創立し、ピークの
1996年に 54人、現在 38名、同じく 66％減です。会員
を紹介する人が特定されています。ロータリーの良い
所を見つけると会員の勧誘ができると思います。 
 
公共イメージ向上委員会 木宮 雅徳委員 
会員増強や現会員のモチベーションアップを目的とし
て、地域社会の享受する恩恵に対して、クラブとロー
タリーのイメージを高めます。 
1.地域社会における広報活動（広報誌への掲載等） 
2.地域社会における社会奉仕活動の可視化 
3. SNS等の活用 
 
職業奉仕委員会 髙山 肇委員長 
会員相互の職業理解を深める。 
会員相互の職業に関する理解を深める為、各会員の事
業紹介(事業内容、社風、企業理念等)の資料やイベン
ト等のパンフレットの配布を、会員ポストを利用して
行い、互いの事業活動の理解を深める。又、プログラ
ム委員会と連携して会員卓話を促していく。 
差し支えなければ、会員の会社訪問もあるかと思い

ます。リタイアされた方には、社会活動や地域活動な
どをお話して頂く、または、現場に行ってお話を聞く
ことも良いと思います。職業奉仕はロータリーの柱に
なりますので、皆様からのご提案やご意見を頂きなが
ら盛り上げていきたいと思います。 
 
社会奉仕委員会 岩佐 彰彦委員長 
1.「月１回断食基金」で集まった募金で、千代田区障
害者共助会のクリスマス会、又は新年会に於いてプ
レゼント等の支援(継続支援) 

クラブ協議会 
次年度事業計画の発表 

 



2.重い病気や障害のある子どもとその家族を支援して
いる NPO法人「親子はねやすめ」に月１回の寄付を
募る(継続支援) 

3.MLTこどもプロジェクト」を支援(継続支援) 
MLTこどもプロジェクトは、千代田区在住で親が公
の支援を受けられない、不登校や精神的障害のある
子供たちへ修学支援や、子ども食堂で精神的サポー
トをしている法人です。2019-20 年度より 5年間の
継続を予定しています。 

4.「千代田区ウォ-キングクリーンプロジェクト」（継
続活動）クラブでの奉仕と親睦を兼ねた有意義な活
動ですが、今期も新型コロナウイルスの状況を確認
しながら進めていきたいと思います。 

5. 毎月第一例会で「ロータリー希望の風奨学金」への
寄付を募る(継続支援) 

 
国際奉仕委員会 神保 宏充委員長 
1.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」 
（主にインド）への支援を継続する。 

  2.タイ国北部チェンライ県の貧しい家庭の子供たち
への教育的支援を継続する。 

3.次年度はミャンマーからの米山奨学生です。ニュー
スの情報とミャンマーの方の情報では違うと思いま
すので、米山奨学生の交流の機会を設け、国際奉仕の
勉強と親睦を図りたいと思います。 
 
青少年奉仕委員会 木村 良成委員長 
1.本年度も新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
青少年交換留学生の受入れ事業等は全て中止となっ
ております。ＲＹＬＡに関しても、大幅な活動の縮
小または中止となる可能性があるため、地区の方針
に従って行動するようにします。 

2.新型コロナウイルス感染拡大防止策の効果が出て見
通せるようになった後、ローターアクト，インター
アクト，ローテックスやその他社会教育に関係する
青少年団体（ボーイスカウトやガールスカウト等）
やＲＹＬＡのメンバーに活動内容を卓話にて報告を
してもらう予定です。 

3.地区と東京都教育委員会とで締結しているインター
ンシップ事業の推移を常に観察し、場合によっては
助言活動を行える準備をしておくようにします。 

4.新型コロナウイルス感染防止の観点から、その他の
事業計画の詳細は未定としております。 

 
ロータリー財団委員会 大原 正道委員長 
地区の目標、「新型コロナ COV19で困っている人の支
援」、「ポリオ根絶」、「元気なクラブになろう」、
そして、会長の基本方針の Purposeを再認識して達成
させ Inspiring充実したロータリークラブライフでワ
クワク感を感じることが出来るために、会員各自が財
団の使命を理解し、自分の Purpose達成に一歩でも近
づけ Inspiringができるように財団を通してお手伝い
をしていきたい。 
 ＜財団の使命＞ 
教育の推進、きれいな水の提供、平和の構築 
母子の健康の支援、地元経済の支援、疾病の予防のた
めの補助金 
ロータリー財団の寄付金の使途を皆様に理解して頂け
るように地区委員に卓話をお願いしたいと思います。 
 
米山委員会 松島 健委員長 
公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会は、日本に

おいて外国人留学生に奨学金を贈る、民間最大の奨学
活動を行う組織です。当クラブで受け入れた幾人もの
優秀な奨学生は、立派に学業を成就され母国に戻り日
本との友好親善に寄与されています。 
この奨学事業こそが、日本のロータリークラブ独自の
国際奉仕であるとの観点からも、会員のご理解とご協
力をお願いしていきます。 
1.基金を要することです。クラブメンバーが自主的に
これらに寄付に参加して頂くのが、クラブをはじめ、
広くはロータリー活動の質を高めることにつながり
ます。   

2.米山記念奨学会の歴史や活動を知り理解を深めるこ
とが、より高い奉仕活動につながります。 

3.事業の遂行に関して会員の理解と協力を得るととも
に、状況に応じて寄付金を募ります。 

   
海江田次年度幹事 ありがとうございました。私も次
年度幹事といたしまして皆さんが気持ちよく活動でき
るよう、微力ではありますが頑張りたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
司会進行 木宮 雅徳幹事 
 
木宮 雅徳幹事  
これよりクラブ臨時総会を開催いたします。在籍会員
数 38名、本日の出席者 18名、委任状をご提出いただ
きました方 6名を含め、合計 24名となり定足数の 3
分の 1を充足しており、有効に総会が成立することを
宣言いたします。 
 
山下 憲男会長  
本日の議題はオンライン参加型会員をクラブ細則に

追加する件です。追加条項は、第 6条会費の第 2節に
「オンラインにより出席する会員の年会費は年額 15
万円とする」です。15万円の内訳は75411円、経費74589
円。例会出席の時は食事代としてビジター費と同額を
頂きます。本件は、6月 9日の臨時理事役員会で承認
されました。この件についてご賛同の方は拍手にてお
願い致します。※拍手多数 
総会定足数の過半数のご賛同を得ましたので、オン

ライン参加型会員についてクラブ細則に追加致します。 
 
木宮 雅徳幹事  
臨時総会はこれにて終了いたします。ありがとうござ
いました。 

 今後の例会 

 
7月 7日（水） 
 
7月 14日（水） 
7月 21日（水） 
 
 
7月 28日（水） 

「第 1回例会にあたり」 
会長 西村美智子・幹事 海江田健司 
「演題未定」牛島 聡会員 
オンライン例会 
「ロータリー財団寄付金について」 
西村美智子会長 
移動例会：ブックハウスカフェ 
「卓話未定」 
 

クラブ臨時総会  
オンライン参加型会員について 


