
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 今後の例会 

 

11月 3 日（水） 

11月 10日（水） 

 

11月 17日（水） 

  

 祝日休会 

「公式訪問にあたり」 

第 2580地区ガバナー 若林英博様 

「通訳の上手な使い方」 

東京丸の内 RC会長 古山真紀子様 

 

出席報告                 

会員数 38名 ゲスト 0名 
出席数 
ZOOM 

20名 
0名 

ビジター 
 

0名 
 

欠席数 18 名 合計 20名 

西村美智子会長 
・13 日（水）中央分区千代田グループの会長・幹事会が
開催されました。毎年、分区毎に行われている IM（イン
ターシティ・ミーティング）を開催するかどうかについ
て話し合いました。牛島ガバナー補佐より、「IM は必ず
開く必要はない、あくまでも勉強の場である。中央分区
の他グループ（新宿、練馬）は何もしないという方向。」
とのことで、東京 RC小島会長より、「中央分区 IM を中
止にし、千代田グループ 6 クラブで合同例会を企画して
はどうか。日時は、2022年 4月 6 日（水）12 時 30 分か
ら 13 時 30 分。場所は帝国ホテルで会費は 4，000 円～
5,000 円」と提案があり、全会一致で決定致しました。
皆様ご予定下さい。卓話講師は未定で、希望を出して頂
ければ検討しますとのことです。収容人数は 300 名。若
林ガバナーをご招待するかは今後決めることになりまし
た。 

・10月 6日に公示致しましたオンライン参加型会員 入会
候補者の秋篠くるみ氏につきましては、その後異議なく
入会と決定致しました。11月 10日入会式を行います。 
オンライン参加型会員が 3名になりました。 

・地区国際奉仕委員長の吉田様よりメッセージを言付かっ
ております。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
木宮さんが大活躍で本当に素晴らしかったです。撮影

された皆さんの個人画像が「My Rotary」で観られますの
でアクセスしてご覧下さい。後程、リンク先を事務局よ
りお知らせします。 
 
海江田健司幹事      
・10月度定例理事役員会議事録を配布致しました。 
・親子はねやすめへのご協力ありがとうございました。 
・次週はオープン例会です。会場は B1F「シンシア」で
す。 

＜地区関係行事＞ 本日、牛島ガバナー補佐と青木分区幹
事は丸の内にクラブ訪問をしております。 

プログラム 
司会進行            神保 宏充会員 
開会点鐘              西村美智子会長 
我らの生業（ピアノ演奏のみ）  
ゲスト・ビジター紹介     中野 広行会員 
ニコニコ報告           神保 宏充会員 
会長報告           西村美智子会長 
幹事報告            海江田健司幹事 
出席報告             神保 宏充会員 
閉会点鐘                西村美智子会長  
 
ニコニコボックス 
西村会長  本日は久し振りに快晴で、空が真っ青

で観覧車が青空に映えていました。 
海江田幹事 本日、クラブ協議会よろしくお願いし

ます。 
張 会員  毎年 10月は米山月間です。  
土居会員  中央分区ゴルフ予選会、大変貢献？し

ました。お詫び申し上げます。練習し
ます。（反省） 

永井会員  久しぶりのリアルでの例会出席し、少
し緊張しております。 

山田会員  お久しぶりでございます。元気で活動
しております。 

山下会員  「お散歩神保町」で高山さんの元気な
お顔を拝見しました。 

計 23,000円 累計 221,146円 
 

本日の卓話     哲さんの声が聞こえる 

 シンガーソングライター・女優 加藤登紀子様 

第 1263 回 2021 年 10 月 20 日例会報告  Vol29-10 

西村会長ならびに東京お茶の水 RCの皆様 
今般のポリオ海外発信にご協力頂きまして、誠にあり

がとうございました。なかでも木宮様には、スタジオの
設定から編集まで一手に引き受けて頂きました。お蔭様
で素晴らしい作品が完成。総計 40 を超える静止画、動
画は先週末から世界のロータリーに発信し始めました。
地区での投稿も始まりました。今週末、10月 24日のポ
リオデーに向けて 2580 地区のポリオメッセージを世界
に伝えたく、各種メディアへの拡散を宜しくお願い致し
ます。本当にありがとうございました。 

地区国際奉仕委員長 吉田 弘和 



 
 
・「世界ポリオデー トレインジャック」プロジェクト

2021 は、10/24（日）のウォークラリーと有楽町駅
前広場でイベントを行います。お時間がありました
ら、当地区の青いポロシャツか、ポリオ根絶の赤い
T シャツを着て一緒に歩きましょうと地区よりご案
内がありました。クラブの希望者の方々にもご参加
いただけることになりました。ご案内はメールでお
送りしましたが、ホワイトボードにも掲示してあり
ますのでご覧下さい。 

 
ロータリーの友 10月号のご紹介  張 碧華会員 

10 月は米山月間です。日本ロータリーの創始者・米
山梅吉の生前の功績をたたえ、後世まで残る有益な事
業を行いたいと、1952年、東京 RCが発表した「米山基
金」は、海外から優秀な学生を日本に招き、勉学を支
援する奨学金事業でした。その背景は、二度と戦争の
悲劇を繰り返さないために、「平和日本」を世界に伝
え、国際親善と世界平和に寄与したいという強い願い
がありました。現在、日本国内最大級の民間奨学団体
です。これまで支援した留学生は 2 万 2,000 人以上で
す。  

16 頁に米山梅吉記念館（静岡県長泉町）の記事が載
っています。綺麗な湧水が出ていて環境の良い所です。
時間があったらお出かけ下さい。 
また、55 頁に米山記念奨学会の制度改編についての

記事があります。米山奨学会は当初は、東南アジアか
らの留学生で経済的に困窮した方を対象とする奨学金
でしたが、制度が改編され、「将来日本と世界を結ぶ
「架け橋」となって、ロータリー運動の良き理解者と
なる人材を育成する」というような目的が定められま
した。したがって現在は、経済的に困窮している留学
生のみを支援する奨学金とはなっておりません。奨学
金を本当に必要とする学生が選考試験に落選する可能
性があります。いま一度、創立の原点に戻り、奨学生
の選考基準を再考すべきという意見です。 
私はロータリアンとして、米山奨学金制度を誇りに

思っております。 
 

 
司会進行 海江田健司幹事 
 
●2021-22年度会長方針  西村美智子会長 
「My Purpose❤」を起点とし、「Inspiring」へ 
会員の皆様一人一人が、何に価値を感じてロータリ

ーに入っているのか？を再認識して、それを達成しな
がら、充実したロータリーライフでワクワク感を感じ
ましょう。ロータリーにおいても、With コロナやデジ
タル化等、様々な変化への対応が求められています。
これについては、個人力をもって対応しましょう。個
人力とは、健康で、好奇心をフル活動し、変化への適
応力を発揮し、自分らしさを保つことです。 
当クラブの課題は会員増強ですが、会員増強に限ら

ず、私たち自身のためにも、幸福感をロータリーで感
じて頂きたいと思います。幸福は脳内物質に関係して
いて、主として 3 つの種類の幸福があります。これに
ロータリー活動を当てはめることができると考えてお
ります。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 自分を大切にして、心と身体の健康 
 ⇒セロトニン的幸福 
最も基本・重要 

2．親睦や社会への貢献を大切にして、繋がりと愛 
 ⇒オキシトシン的幸福 
 安心感、一体感、信頼感 
3．My Purpose の達成、奉仕活動を頑張る 
 ⇒ドーパミン的幸福 
 達成感、感謝される、ご褒美 
 
目標や My Purposeを設定しただけでもドーパミング

は出ます。達成した時にもドーパミングが出ます。奉
仕活動をやることによって、そして、その行為に感謝
された時にドーパミングが出ます。「1 粒で何度も美
味しい」現象です。 
ロータリー活動は幸福感を脳内に生み出すもとにな

っているのかなと思います、これを認識した上でロー
タリー活動を実践すれば、より幸福感が得られるので
はないかと思います。自分たちが幸福であれば、それ
を見ている方に仲間になって一緒にやってみたいと思
って頂ければ、会員増強に繋がると考えております。 
 
●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 

岩佐 彰彦社会奉仕委員長 
「ブックハウスカフェで子供食堂」が地区補助金申請
は通りませんでしたがブックハウスカフェを例会場で
利用し支援、神田のカレーグランプリーを支援、今年
度、子ども食堂を支援予定でしたが、コロナ禍で活動
が出来ていないので、ブックハウスカフェとのコラボ
レーションで、例えば、子どもたちがブックハウスカ
フェで食事をするなどを検討しております。 
 
2.ポリオ根絶に向けて頑張ろう 

大原 正道ロータリー財団委員長 
地区方針でポリオプラスが 1人 80ドル求められてい

ますが、当クラブは例年通り、会費に 3000円上乗せし
て支払っています。 
また、「END PORIO」プロジェクトでは木宮さんを

中心に、ポリオ T シャツを着て写真を撮り盛り上げて
います。 
 
3.元気なクラブになろう  

木宮 雅徳クラブ奉仕委員長 
クラブの例会を楽しく、そして、奉仕活動が盛んで、

参加すると楽しいのが奉仕活動です。奉仕活動を通し
て自分を磨き→会社も発展する→奉仕活動が楽しくな
るというループになればいいと思っております。 
 

クラブ協議会 

11 月 10日ガバナー公式訪問にあたり 

 



 
4会員増強・クラブ拡大をする覚悟をもとう 

土居 岩生会員増強委員長 
配布した資料は、会員 64名を 150名に増強した高崎

RCの事例です。会員増強はなぜ必要なのか、人任せで
はだめで、会員一人一人がその気にならないと増強で
きません。そして、ロータリーの原点を理解する必要
があります。 
オープン例会のゲストの食事代を地区が補填するよ

うですが、オープン例会は自分のクラブのために開催
していることですから、地区が会費を出すというのは
如何なものでしょうか。会長、牛島ガバナー補佐に相
談したいと思います。 
会員増強の本当の意味の必要性を理解しているかど

うか、この件は戦略委員会に下駄を預けたいと思って
おります。 

 
5.ロータリーの公共イメージをアップさせよう 

岡田 邦夫公共イメージ委員長 
神田川の河川清掃と佐久間橋児童遊園のアドプﾄ活

動を併せてやって参ります。千代田区にもご賛同して
頂きご協力頂けます。多分、千代田区のロータリーク
ラブでは初めて千代田区との協定締結だと思います。
このような意味でもお茶の水が先例をきって行うこと
はイメージアップに繋がると思います。また、神田駅
東町会、秋葉原東部、岩本町東神田連合町会と 3つの
連合町会に挟まっているので、地域に対する PRにもな
ると思います。佐久間橋児童遊園の前の保育園の園長
先生も、積極的に活動に参加したいと仰っています。 
 
 ●事業計画の発表  
クラブ奉仕・会員選考委員会  木宮 雅徳委員長 
<会員選考> 
1.女性会員の増員、2.若手会員の増員、3.オンライン
会員の増強をします。現状は、オンライン会員は 3名、
内 2名が女性会員です。 
<クラブ奉仕委員会> 
コロナ禍が続いていますので、ソーシャルディスタン
スを含めた新しい例会の在り方や人間関係、コミュニ
ケーションが大事だと思います。ハイブリッド例会を
継続、クラブの魅力づくりを継続して行います。皆様
には SNSに参加して頂きたいと思います。 
 
出席・SAA委員会  角田 靖委員 
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。 

 
プログラム委員会  笠原 健太朗委員長 
この 2年間、人との交流はありませんでした。私は 2

名ゲストスピーカーをお呼びしましたが、コロナ前に
交流した方です。これから新たに人との繋がりを増や
しゲストスピーカーでお呼びしたいと思います。 
 
 

 
親睦活動委員会  石渡 伸幸委員長 
1.納涼家族懇親会はコロナ禍のため中止になりました。  
2.クリスマス家族親睦会、会場は、赤坂プリンスクラシ
ックハウス東京を予定しております。 

3.誕生日祝については、東京ドームホテル新例会場記念
として、東京ドームホテルのお菓子をお渡します。 

＜新規事業＞ 
1. 千代田区の高齢者 70才以上は 25％です。その人たち

はビルの上層階に住んでいるため、下に下りてくる機
会が減り、住民の親睦ができません。ロータリーが千
代田区の空き部屋を借りて、団欒の場やティールーム
にして、集う場所を提供したいと思います。 

2.千代田区の小・中学生に、400字限定で「400字の夢」
を書いてもらいます。何をやりたいか、何をしてもら
いたいか、大人に何を希望しているのかを提案しても
らいます。優秀作品の学生には記念品を差し上げます。 

 
雑誌会報・広報・ロータリー情報委員会  

佐々木 啓策委員長 
例会場がドームホテルへと変更になったこと、新型コロ
ナウィルス、それに関する情報は遅滞なく流そうという
ことが主でございます。他、例会では月一回情報委員会
のメンバーが雑誌「ロータリーの友」で印象に残った記
事を披露します。 
 
職業奉仕委員会  高山 肇委員長 
職業奉仕とは何か折に触れ考えて参りましたが明確

な答えが出ませんでした。先日の若林ガバナーのお兄様、
若林 卯兵衛様の講演に感銘を受けました。まず、職業
奉仕の理念は、ロータリーの中では最も大事な、中心的
な行動規範だと認識致しました。奉仕の対象は、何だろ
うと考えた時に、若林 卯兵衛様のお話からヒントを頂
きました。まず地域だと思います。若林様は京都に対す
る愛情に溢れ、京都に対する誇りを強く感じました。職
業奉仕はこれだと理解致しました。自分が地域に対して
何ができるか考えていくことが、職業奉仕の第 1歩だと
思います。そして、地域から始まり、日本の国へ、そし
て、世界へ想いを広げていけば素晴らしいと思います。 
活動内容は、プログラム委員会と連携して会員卓話

をお願いします。皆さんが日頃思っている仕事に対す
る誇りをお話して頂きたいと思います。神保町のロー
カル誌や江戸城の天守再建の会の広報誌も配布致しま
した。皆様も活動が分かるパンフレットやイベントの
ご案内をして頂き、地域との関りを広報して頂ければ
と思います。 
そして、会員相互のお仕事を理解していくことが一

番大事だと思っております。 
 
国際奉仕委員会  神保 宏充委員長 
人身売買問題に取り組んでいる、NPO法人かものはし

プロジェクトへの支援を継続します。以前、かものは
しプロジェクトはカンボジアの事業を行っていました
が、今はインドということで、インドの事業について
お話を伺うことにします。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します。
コロナ禍が終わりましたら、現地に行って皆様との交
流もやって行きたいと考えております。米山奨学生と
の交流の機会や卓話の機会を設けます。 
 
青少年奉仕委員会 木村 良成委員長 
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に関しても中止になりました。次
年度は行われるであろうと思いますので、ＲＹＬＡは
卓話等でご説明できればと思っております。 



 
ボーイスカウトの活動が 11月にあるので、参加して

みたらどうか、会員増強にもつながるのではないかと
いう観点からお話しているところです。 
地区と東京都教育委員会とで締結しているインター

ンシップ事業も、東京都側から、問題があり無理であ
ろうというお話がありました。その点もお話しできた
らと思っております。  
振り出しに戻り、新たに青少年事業を行っていきた

いと思います。 
 
ロータリー財団委員会  大原 正道委員長 
3年、地区ロータリー財団の仕事をやっており、ポリ

オ委員長も１年やってました。財団はただお金を取ら
れるという印象しかなく、深く考えたことはありませ
んでしたが、実際は良い事をたくさん行っています。
ポリオは現地に行ってポリオのワクチンを打っている
委員がいます。 
ロータリー財団の奨学金は日本人の優秀な方を海外

に、特に紛争地帯問題で活躍できる人材を育成するこ
とに力を入れています。応募の方は優秀な方ばかりで
した。奨学生試験に合格すると、国際基督教大学で勉
強して頂きます。皆様に知って頂くために、分かりや
すく説明していきたいと思っております。 
 
米山委員会  委員長欠席のため海江田幹事発表 
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 健司幹事 
11：15 からクラブ協議会を開始します。発表者の方は
遅くても 11：00までにはご着席下さい。スケジュール
等は後日事務局よりお送りします。急遽欠席の場合は
早めにご連絡下さい。これにて、 クラブ協議会は終了
といたします。ありがとうございました。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


