
     
 

 

 

 

 
【式次第】 12:00～13:00 

1．司会進行 鷲澤 充代       幹事 

2．開会点鐘 古山 真紀子 会長 

3．四つのテスト  吉田 秀樹   会員 

 

4．ゲスト・ビジター紹介     今井 菜美子 会員 

5. ニコニコ報告 寿原 裕美子 会計 

6.  会長挨拶             古山 真紀子 会長 

 

・会長所信表明（資料配布） 

大学卒業後、銀行に就職。現在は通訳。 

 

当クラブの 21 名の創立会員の 1 人ではあるが、最後に滑

り込んだため、入会後初めて、会長が 1 年ごとの持ち回り

であることを知った。 

会長になるとしても 20 年後だと思っていたので、４年後の

今年、会長の任務を引き受ける展開に驚いている。皆さん

も、役員になることを他人事と捉えず、次は我が身、と考

え、積極的に参加していただきたい。 

 

大きなクラブでも、活動などに参加するのは一部の人だけ

で、決まった人の声ばかりが反映されるということがある。 

一方、小さなクラブの良いところは、自分の声が届くこと、

一人一人が重要な役割を担うことが出来る点。 

皆さんから色々な意見を寄せて頂きたい。色々な事に向

けて行動していきたい。月に 2 回の例会なので寄せてい

ただいた意見をすぐに反映ができない可能性もあるが、 

企画への参加をお願いしたい。 

 

力を入れて行きたいのは、会員増強。会員が減るとできる

ことが制限されてくる。規模が大きくなると活気があふれア

イデアも生まれる。さらに活動資金が潤沢になり、一人一

人が担う負担も減る。 

会員増強・新入会員増強に向けて、是非動いていただき

たい。 

そのための三本柱は、１つ目が奉仕活動。奉仕活動こそ

がロータリーアンの使命。2 つ目が親睦。3 つ目が公共イメ

ージ。 

 

ご縁あって共に会員となった東京丸の内ロータリークラブ

が発展していくように、力を合わせていきましょう。 
 

・入会式（光行順子様） 

今日はどうもありがとうございます。メンバーの 1 人とさせて

頂いたこと、とてもうれしく思う。 

国際基督教大学教養学部卒業 趣味は水泳とフィットネス

クラブ。 

4 月 2 月とゲスト・ウェルカム・デーに参加してから 3 ヶ月、

入会する運びとなったことに、家族ともども驚きを隠せな

い。 

若い頃から、健康な内に社会奉仕活動に携わりたかった。 

同じ志を共有していることを知り、東京丸の内 RC を通じて

携わっていきたい。 

他組織とのパートナーシップを取りながら社会貢献に取り

組み、より良い社会の実現に向けて活動できればと思って

いる。                               

色々教えて頂きたい。東京丸の内ロータリークラブを盛り

上げて行きましょう。 

・地区委員委嘱状授与 

地区ポリオプラス委員  尾崎 由比子会員        

地区ライラ委員      寿原 裕美子会員 

7． 幹事報告  鷲澤 充代     幹事 

理事会決定事項： 

－10 月以降司会の担当者を持ち回りとする。                                              

－ロータリーの友の発表を今後第 2 例会時に行う。     

－委員会活動発表を定期的に行う。 

追加連絡事項： 

－次回 7 月 21 日はゲスト・ウエルカム・デー。  

クラブ Facebook に紹介者の方は、ゲスト情報を記載。 

◇◆四つのテスト◆◇ 

１．真実かどうか 

2.みんなに公平か 

3.好意と友情を深めるか 

4.みんなのためになるかどうか 



 創立日： 2017 年 7 月 24 日 

認証日： 2018 年 2 月 26 日 

認証式： 2018 年 5 月 28 日 

事務局： 東京千代田区丸の内 2-3-2  郵船ビル 1F 

TEL：+81 3-5533-8846 

E-mail: marunouchi-rc@outlook.jp(事務局：桑原奈知子) 
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例会日： 第１・第３ 水曜日 

12 時 00 分 - 13 時 00 分 

例会場： 東京千代田区丸の内 2-1-1 明治生命館 B1F 

   センチュリーコート丸の内 

(covid-19 の期間中はオンライン例会の可能性あり) 

会 長： 古山真紀子  幹 事：鷲澤充代 

－明日 8 日は 3 年未満の方のワークショップ、エントリー

の 4 名の方はご参加を。  

－ボランティアでエントリーしていたオリンピックの聖火リレ

ー7 月 23 日が中止になった。 

－HP が吉田会員のご協力のもと改修された。  

－「ロータリーの友」 7 月号の P66 に「5 つの小」動画に

関する記事が掲載。 

 

8．クラブ協議会 

 

前半：5 大目標の取組協議 

作成頂いた事業計画書ガバナー事務所、ガバナー補佐

（東京お茶の水ロータリークラブ）に対しての発送が完了。

ありがとうございました。  

8 月 18 日クラブ協議会でリハーサルを行いたい。     

奉仕プロジェクトのうち、コロナ対策として食料支援を行い

たい。会員から食料品を集めて、次回例会後、セカンドハ

ーベストジャパンに発送したい。持ちよりのご協力、よろし

く。現金１千円でも可。 

熱海の災害被災地に向けての支援依頼が地区から来て

いるので行う 。一人 1,000 円以上の寄付お願いしたい。

小銭ボックスを回覧するのでよろしく。 

8 月 18 日は、ガバナー訪問の事前発表練習会。 

ガバナー訪問時、若林ガバナーの「重要な 5 つの取組」

に関して、最初に以下記載の各担当者から発表していた

だく。担当者は 1、奉仕プロジェクト委員会で発表者を決

定 2．尾崎ポリオプラス委員 3．藪口会員 4．寿原会員増

強委員長 5．吉田公共イメージ委員長 

 

後半：研修会：（資料配布） 

去年 12 月尾崎会長作成の資料を基に、改めてロータリー

に関してお話をしたい。 

 

丸の内のオープニングビデオにも、公式標語や基本理念

の「中核となる価値観」から≪奉仕・高潔性≫が記載され

ている。 

 

ロータリーの 3 大義務のうち「ロータリーの友を読むこと」は

薄くなりがち、こちらも積極的に取り組んでいきたい。 

 

メークアップの有効期間、丸の内は例会の前後 2 ヶ月以

内と、他のクラブとは異なる取組を行っている。 

年度を跨がないでメークアップは完了させる必要あり。 

参加の費用は自分持ち。  

 

理事会メンバーは会長・幹事・会計・会長エレクト等。 

理事会が最高意思決定機関となる。 

 

ニコニコは奉仕活動の活動資金になる。現在 paypay の

導入も検討中。 

 

マイロータリーの設定方法の動画あり。多治見西 RC をご

参考に 

次回はゲスト・ウェルカム・デー、メンバーに欠けている職

種は何か考え、積極的に声がけを。 

 

定款について：嘉納直前会長会員 （定款配布） 

 

特に重要な点を抜粋して説明。 

会費に関して一旦振り込んだ金額は返金されない 。ただ

し、例外としてズームの際には一部返金される。 

 

休会に関して 

 

入会希望者に関して、自分と重なっている職種の場合は

拒否権を発動できる。 

 

推薦者は 12 ヶ月教育指導を行う必要がある。  等々 

 

9．今後の予定   古山 真紀子 会長  

 

10．閉会点鐘       古山 真紀子 会長 

11．写真撮影 

7 月 21 日 

第 80 回例会 

通常例会 Guest Welcome Day 

卓話：大原智子様 

8 月 4 日 

第 81 回例会 

通常例会 

卓話：通商航空サービス㈱ 

    岩田健作様 

8 月 18 日 

第 82 回例会 

通常例会 

クラブ協議会 

 

ロータリークラブについて学ぼう！ 

 「研修会」 
 

国際ロータリー第 2580 地区 

 「5 大目標の取組協議」 
 



 東京丸の内ロータリークラブ 

【例会写真集】 

１ 古山真紀子会長挨拶    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地区委員委嘱状授与 

  （ポリオプラス：尾崎由比子会員、RYLA：寿原裕美子会員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 光行順子会員入会式 

 

 

 

４ 2021-22 年度東京丸の内ロータリークラブ初例会 集合写真 

 

 

 

 


