
     
  

 

 

 

 

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) 

URL： https://www.tokyomarunouchi-rc.com/ 

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： 嘉納英樹  幹 事：今井菜美子 

 

【議事録】 

１．司会進行 嘉納 英樹  会長 

 

２．開会点鐘 嘉納 英樹  会長 

 

３．4 つのテスト 髙木 元太  会員 

 

４．ゲスト・ビジター紹介     寿原裕美子 会員 
 ・なし 

 

５．ニコニコ報告 鷲澤 充代  会計 
・尾崎創立会長（嘉納会長、今井幹事、1 年間どうぞよろしく

お願いいたします。） 

・古山会長エレクト（今日から新しい年度ですね。これからも

よろしくお願いします。） 

・鷲澤会計（新しい年度、よろしくお願いいたします。） 

 

６．会長報告 嘉納 英樹  会長 

「今年のテーマは一応笑いということにしました。50

年を遥かに超えて生きてきまして、人生にとって笑い

がどんなに大切というかというのをよう分かっているつ

もりでございます。私、人事労務という分野をずっとや

ってきまして。会社側に立って、労働者を痛めつけて

きたという、非常にそういう仕事をずっとやってきて。労

働者のみなさんを解雇したり、労働者のみなさんの賃

金を下げたりというのが私の仕事、ずっと 25 年やって

きたわけでございますけども。その中で人事労務をや

っていて人の心というのは、非常に大事だなというよう

に思っています。法律ではまかないきれないところを

救うすくうというのが人事労務の分野で、その目的達

成のために重要なのは我々だなと思っていますので、

それを一応テーマの中に入れ込みました。それからも

う 1 つ入れ込んだのは 2019 年の前期、尾崎会長にな

る前の前期はですね、なかなかみなさんの参加も望め

なかったわけですけども。ぜひ今期はみなさんに参加

していただいて、所謂お客様状態ではなく、主体的に

ご参加いただいて、みなさんが動かしてほしいと。もう

それに尽きます。ですので、笑う目的を達成するため

に、みなさんが主体的に動いていただきたいというよう

なことをぜひお願いを申し上げたく存じます。最後に

みなさまお仕事をなさっておられると思うので、ロータリ

ーはあくまでお仕事ではないので、お仕事最優先。 

 

 

 

 

これは本当にそれで構わないです。が、ロータリーも

していただきたいので、効率的に実勢を効率的にです

ね。70 代、80 代のおじいさんではないので、みなさま

重要な仕事をそれぞれされているので、効率的にロー

タリーのことをしていただきたいと。お仕事最優先で回

していただきたいというふうに心より切に申し上げま

す。」 

 

７．幹事報告 嘉納 英樹  会長 
 ・理事会報告 

 ・ロータリーの友の感想発表の件 

  （今度理事会で再度検討。試しに次回例会にて嘉納会長

が行う） 

 

８．出席報告 古山真紀子 会長ｴﾚｸト  
 ・会員数 9 名、出席者数 7 名、欠席者 2 人（今井、藪口） 

・出席率が 77.8％ 

 

９．クラブ協議会【別紙詳細】 

 

10．今後の予定 尾崎由比子 直前会長 

 

 

11．閉会点鐘   嘉納 英樹  会長 

12. 写真撮影 

 

 

 

7 月 22 日 
第 56 回例会 

ガバナー補佐訪問 

東京紀尾井町 RC 西岡孝志様 

8 月 5 日 
第 57 回例会 

イニシエーションスピーチ 

8 月 19 日 
第 58 回例会 

ガバナー公式訪問 

お茶の水 RC との合同例会 

12:30～13:30 合同例会 

13:45～14:45 クラブ協議会 

会場：ホテルグランドパレス（九段下） 

9 月 2 日 
第 59 回例会 

Guest Welcome Day 

卓話 早稲田大学大学院教授 

小林ミナ様 



【クラブ協議会・各委員会プレゼン】  
 

  ①プログラム委員会（尾崎） 

 「今年の会長の方針としてはなるべくいろいろな業界のお

話が訊きたいと、ロータリーの勉強会だけではなくて、いろ

いろなお話を聴き訊きたいというようなことがございましたの

で、そのように協力して組んでいきたいなというふうに思って

おります。それから、まずちょっと見ていただきたいんですけ

れども、年間プログラムというのをお配りしておりますので、

そちらを見ていただけますでしょうか。そちらの方に 9 月と

11 月と 1 月と 4 月に関しては東京会員増強委員会の方と

相談いたしまして、ゲストウェルカムデーを開催いたします。

ですので、この時に集中的にゲストの方をお招きできるよう

に、みなさま今から誰を呼ぼうかなと考えていただければと

思います。それで、このゲストウェルカムデーには、やはり聴

いてみたいなと思えるような卓話択話者をお迎えしたいと思

いますので、このあたりの方も名前の知れた方とか、内容が

おもしろそうというような方がいらっしゃいましたら、ぜひとも

こちらの方にご推薦いただければと思います。 

それで、決まったものをまずお知らせするとですね。確定

が出ておりまして、次回がガバナー補佐訪問ということにな

ります。こちらの方はガバナー補佐に 15 分ぐらい今年の方

針とかを説明していただきまして、その後意見交換のような

形で 15 分間を使いたいというふうに思っています。何か

2580 地区のホームページとかを見ていただいて、何か質問

があれば、その時にぜひとも聴いていただけたらと思いま

す。また、イニシエーションというものがあるんですけれども、

イニシエーションスピーチとは会員が自分を知っていただく

ためにするスピーチのことになります。自己紹介やご自身の

お仕事について、話していただきます。それで、そのトップ

バッターを鷲澤会員に務めていただくということで、ご快諾を

いただきました。なので、8 月 5 日は鷲澤会員ということにな

ります。大体イニシエーションスピーチの方は 15 分くらいと

いうふうに考えております。8 月 5 日はガバナー訪問の準備

もありますので、それ以外の時間帯は準備に使いたいと思

います。このガバナー公式訪問。これはガバナーが卓話を

されます。お御茶ノ水ロータリーでやるんですけれども、ガ

バナーが卓話をされるということになります。9 月 2 日は延

期になっていた早稲田大学大学院の教授の小林ミナ様の

卓話を予定しております。それが 9 月 2 日。確定しているの

が 10 月の 7 日ですね。これは米山月間ということになりま

すので、地区の米山奨学委員会の委員長にお越しいただ

いて、お話をしていただくことになっております。昨年、留学

生を受け入れてほしいというようなお話をいただきましたが、

うちの方で人数が少ないので申し訳ないけれどもということ

でお断りをしている関係で、少なくともうちが前向きに勉強す

るという姿勢を見せていきたいということもあり、卓話をお願

いいたしました。それが今日来たものですから、今 9 月の

30 日とか、10 月の 21 日とかですね。このあたり空いている

ところをこれから調整していきますけれども、高木さんの会社

の CEO 社長である様。加藤智沙様カトウさんの資料の方に

お越しいただきまして、米山奨学生、青少年交流かな、留

学生になったというご経験もおありなので、そのお話を伺え

たらなというふうに思っております。 

それから、パストファストガバナーの戸田一誠トダイチジョウ様

ですね。以前もスピーチをしていただいたのですが、お寺の住

職さんなんですね。所謂、そういったお仕事の話を中心にして

いただこうかなと思っております。ロータリー歴 51 年目に入る方

ですね。素晴らしい方でいらっしゃいます。あと、予定としては

千代田区立の日比谷図書文化館の図書部門館長、これはフェ

イスシールドをお送りした菊池壮一キクチ様にも卓話をお願いし

ようと思って、これから打診をするところです。卓話をどうやって

決めるかということに関しては、この活動計画の中に書いてあり

ますけれども、択話者卓話者リストを見ていただいて、この人の

話が聴き訊きたいというのがあればぜひお寄せください。あとは

会員の推薦ですね。こういう人がいて、話を聴いたらおもしろい

と思うんだけどっていうのもお寄せください。この月間テーマとい

うのはこの表にありますけれども、できればこれに合わせてある

程度選んでいきたいなとも思っております。それから会長の方か

ら行政の方の話も聴く機会を作ってほしいということでしたので、

千代田区の行政団体ですね。警察であったり、消防署だったり

とか、千代田区の施設など、これからアプローチしていきたいな

と思っております。イニシエーションスピーチは 1 年間のうちに 1

回みなさんに回るように組んでいきたいと思いますので、どうぞ

ご協力お願いいたします。いずれにしても、これを 1 人で手配

するの結構大変になりますので、ぜひともみなさまのご推薦とい

うものをお願いしたいと思います。また別にメールで推薦につい

てのお願いをさせていただきますので、その際はぜひとも積極

的にご推薦をお願いいたします。 

 

②出席委員会（古山） 

 「出席委員会として特にやるべきことはそんなになくて。みなさ

まの出席の状況をきちんと管理をさせていただくということに尽

きると思います。そして、出席なんですけれども、ロータリーの細

則を改正しまして、オンラインの参加も可能になりましたので。オ

ンラインのビジター出席は認めないんですけど、会員の方に限

りましてはオンラインも大丈夫です。基本的には物理的に参加

をしていただきたいと思います。それからメーキャップを呼びか

けたいと思うんですけども、メーキャップってよく分からないという

方も、もしかしていらっしゃるかもしれませんが。先程ロータリア

ンの三大義務の 1 つが会計を払うこと、出席すること、それから

ロータリーの友を読むこととありましたが、出席をすることというの

が三大義務の 1 つでありまして。とは言っても、どうしても忙しく

て、この日は例会に参加できないという場合には他の日に、例

えば別のクラブの例会に出席をしたりして、それで要は振替で

すね。参加をしまして、そして出席をしたことにするということが

できます。他のクラブの例会に行っていただいてもいいですし、

今ちょっとコロナで減っちゃっていますけれども、地区主催の例

えばセミナーとか研修会とかもあります。公式のものがあります

ので、そういうものに出席をしてメーキャップをすると。出席をす

るということも可能であります。メーキャップをする際なんですけ

れども、例えば自分がだめな日が 9 月 1 日だったとします。そう

しますと、予め分かっていれば、前後 2 ヶ月どこかでどこかに出

席をすればメーキャップをしたことになりますので。ぜひご検討

いただきたいと思いますが、ただ同じ年度内ということに限られ

てきますので、そこはお気をつけください。メーキャップに行か

れる際、例えば他のクラブに行くという際なんですけれども、必

ず事前に相手にクラブに「伺います」というふうにご連絡をしてい

ただきたいと思います。行きましたら、参加料は払うことになりま

す。それはご自分でご負担をお願いしたいと思います。相手の

クラブだけじゃなくて、会長、幹事、それから私、それから事務

局にもご連絡をいただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。その際には一体いつの分のメーキャップなのかということ

をご明示ください。最後なんですけども、可能であれば、このク

ラブは 2580 地区でありますので、同じ 2580 地区の中のクラブ

を選んで行っていただければと思います。さらにさらに言えば、

このクラブは千代田区にありまして、千代田区内には 6 つクラブ

があります。真ん中へんに書いてありますけれども、東京ロータ

リー、神田ロータリー、お御茶ノ水ロータリー、紀尾井町ロータリ
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ー、麹町ロータリー、そしてうちなんですけれども。可能であれ

ば、この中でのものをいろいろと何かとイベントをやってご一緒になる機

会が多いということですので、可能であれば、ここからまず選ん

で行っていただければと思います。ただし、東京ロータリークラ

ブというのは創立築100年、日本で最初のロータリークラブという

ことで非常に歴史があって、規模も格別であるそうなので、いき

なり行くと、圧倒されるかもしれません。私も行ったことないんで

す。なので、もしこちらに行ってみたいという方がいましたら、よ

かったらお声がけをしていただければご一緒させていただくこと

もあるかと思いますので、よろしくお願いします。 

 

それから、あとはバナーなんですけども、例えば初めて丸の内

からどこかこのクラブに行きましたという場合にはバナー交換と

いうのをお願いすることもできます。これご覧になったことあるか

もしれません。これがうちのクラブのバナーなんですけど、それ

を依頼することができますので、その場合は事務局にちょっとご

相談していただければと思います。まず、これがあるかどうかと

いうこと。そして、あまり都内でやらなくてもいいかな、ちょっと地

方のあまり行かないようなところにメーキャップ行った時はとか、

海外に行った時はという時はいいかもしれません。いずれにしま

しても、メーキャップする際にはご連絡をいただきたいということ

に尽きます、以上です。 

 

③SAA 委員会（鷲澤） 

「本来は会員がやるべきというお仕事なんですけれども、今ま

では事務局の桑原クワバラさんにお願いをしていたというところがいささ

かあります。それを会員のこちらの方でできる限り、今年から今

年度からやるという心づもりで計画を立てております。月 2 回例

会という東京丸の内ロータリークラブの特性を活かして、実際に

みなさん活動している方が中心ですので。お仕事の方に繋げら

れるような、そういうことも含めたできる限り相互会員の信頼とか

関係性を深めることができるような、そんな会にしていけるように

雰囲気も良く、みなさんが和めるような、そういうふうな会の雰囲

気作りというものにも力を入れていきたいと思います。 

それから部外のというか、こちらの方にビジター、卓話者として

来てくださるメンバーとして、メンバー以外の方と言うんですか

ね。そういう方があったら、この東京丸の内ロータリークラブに関

して、気持ちよく感じを持って、良い印象、イメージを持っていた

だけるようなそんなような心配りができるようにしていきたいなと

いうふうに思います。ただ、今コロナ禍、これが東京の方も、かな

り全国的にもというところで、実際には今後、昨年度何回かオン

ラインということをやりましたけれども。こういうことも中では生じて

くると思うので、その時にはみなさんのご協力をいただければと

いうふうに思っています。会員の健康、安全。こういうものを第一

に考慮した会を進めていくような形にしてきたいと思っていま

す。 

あとは活動計画としてはロータリーソング、私自身がまだ覚え

ていないということもあるので。ぜひこれを新人会員の方に関し

ては何かしらフォローができるような、CD 的なものが作れたりす

ると本当はいいのかな、お手製のものでも構わないのかな。上

手くそれができれば、歌詞カードなどをつけて、そういうものが

提供していければいいかなということも個人的には考えておりま

す。 

あとは座席の指定とか、お客様が来た時のご挨拶の順列と言

うんですかね。そういうところにも心配っていきたいというふうに

思っております。みなさまのご協力があって、初めてできることな

ので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。」 

 

④職業奉仕委員会（鷲澤） 

「職業奉仕という非常に相二つの違うイメージの言葉が合わさ

ってできている、このロータリー独特の考え方と言うんですか

ね。単なる奉仕ではなく、職業を通じての奉仕という、その概念

的なものをみなさんに理解していただけるようにというところから

入ります。それから、倫理観とか、精神論とか、そういうふうな概

念的なものを理解するだけじゃなくて、それを通じてロータリー

ゆえに可能な自らの職業を通じ、社会の問題やニーズに役立

つ活動をクラブの対外的な奉仕活動を続いて実践していってい

ただくということ。そういう機会が支援できればいいかな、うれし

いなと思っています。過年度、既に取り組んだいろいろなクラブ

の対外的な奉仕活動というものもあったと思うんですけども、こ

れをベースにさらに新しい布石として何かしら今年度中に 1 つ

2 つは取り組みができればいいんじゃないかなというふうに、希

望としては持っています。 

活動計画としては先程プログラム委員の委員長の尾崎前会長

からお話がありましたように、イニシエーションスピーチも含めて

いくということで、次回 8 月ですかね。初回私が担当させていた

だくことになりましたので、よろしくお願いいたします。丸の内と

いう地の利というか、日本の中心だというところは、これはどなた

も否定なさらないと思うんですけども。こういう地の利とか、女性

メンバーが多いというこのクラブの特性ですね。こういうものを活

かして、メンバーによる丸の内勤務の方に向けて、女性の方に

も向けて、何かしら取り組みが。、フォローをしてくださるようなメン

バー、。先程お話がありましたような有志の方と言うんですかね、

。そういう方の獲得が目指せるような、そんなものができるといいの

かなというふうに個人的には思っています。 

あとは去年からやっていることだとは思うんですけれども、

SDGs セミナー。こういうことを奉仕プロジェクト委員の方と連携を

して、何かしら取り組んでいけるよう。クラブメンバーの専門知識

というものを十二分に活かした活動ができればうれしいなという

ふうに思っています。 

 

⑤会員増強委員会（寿原） 

「基本方針としては読んで字の如く、会員を増やしてということ

なのですが。提供するにあたって、いらっしゃるみなさんがすぐ

に辞められてしまっても、残念ですので。みなさん長く長期的に

活動していただきたいなというふうに考えておりますので、そうい

った状況を作れるように過去の経験、過去と言っても 1 年しかあ

りませんけれども、その経験を踏まえてむやみに増やしてしまっ

てもいろいろ混乱が起きますので。今年度においては適度な活

動で入会の増加を目指したいと思っています。 

それから、先程幹事報告で嘉納会長からお知らせがありまし

たけれども、会員だけではなくてサポーター制度というのを設け

て。そのサポーターの方たちには特に奉仕活動が中心になると

は思うんですけれども、それを派生していってクラブを盛り立て

ていこうというふうに考えております。 

計画としてはそこに 4 つ書きましたけれども、まずゲストウェル

カムデーを年 4 回ほど実施いたします。先程既に尾崎前会長

からも日程の提示がありましたけれども、今のところは年 4 回は

開いていきたいなと思いまして。そこで、ゲストのみなさんが参

加したいなと思うような卓話の人選を進めていきたいと思ってお

りますので、こちらの方はプログラム委員会と連携して、決めて



いきたいと考えております。また、ゲストはゲストウェルカムデー

だけではなくて、通常例会でも参加は可能でありますということ

で、ぜひ参加していただきたいなと考えております。 

それから、一応目標人数を立てたんですけれども、1 年間で 6

名程が新入会員で入るといいなと考えております。サポーター

制度なんですけれども、会員とは別で先程理事会でも決定とい

うことでしたので。この制度を導入していきたいのですが、まだ

具体的にじゃあどのように募集してというところまでは、すみませ

ん、明確には決まってはいないんですけれども。みなさんのつ

てでお声かけいただいて、募るのがまず 1 番目かなというふうに

考えております。例えば、この前の奉仕活動でフェイスシールド

を作成したんですけれども、その時に会員のお友だちから私も

やりたかったなというお声が上がったというのを聞きまして。であ

れば、会員にはなってはいないんだけれども、そういったことを

お手伝いいただける方が結構いらっしゃるのではないかというと

ころから、このサポーター制度はいいのではないかというふうに

考えております。 

これは 1 つまだみなさんにお訊きしたいところでもあるんです

けど、新規会員の募集に関して公募はどうでしょうかということ

で。具体的な方法に関しては公共イメージ委員会と協力して決

定していきたいんですけれども、例えばホームページだとか、ク

ラブで言うと高木さんがホームページをご覧になって入ってきた

という経緯がありますので。それで会員を増やしていくという方

法もあるかなと考えています。 

 

⑥公共イメージ委員会（尾崎） 

「もうみなさまご存知かと思うんですけれども、RI 及び地区の

方で公共イメージ向上に努めていこうというのをここ数年、大き

な取り組みとしています。今までは奉仕活動をしても、こういうロ

ータリークラブであったということはむしろ隠すのが美徳という文

化がありましたけれども。だんだん会員数も減ってきて、何をや

っている人たちなのか分からないというイメージも、非常に強くな

っ堪えてしまっているとのことで、公共イメージを向上していこう

ということに今力を置いています。これは私たち現役世代にとっ

ては非常の良いことだと思いますので、積極的に活動をしてい

きたいなというふうに思っております。 

既にやっていることではありますけれども、Facebook とホーム

ページを現在活用しているんですけれども、これ自体、かなり地

区からすれば進んでいる行為なんですね。ということになってい

ます。これを Facebook にしても、うちは会員用と公開用というこ

とで、会員の連絡、これは Facebook だけじゃなくて LINE なん

かも理議事 LINE というのを作ってやっていますけれども、こうい

った SNS を活用していこうというところも既にやっています。この

公開予定ホームページというのもあるんですけれども、みなさん

いいねを押して、登録されていらっしゃいますでしょうか。必ず

招待させていただいているかと思いますので、ぜひとも承認して

いただきたいと思います。この公開用 Facebook なんですけれ

ども、これ最近になってたものすごくフォローする人が増えてい

ます。毎日のようにいろいろなロータリークラブがフォローしてき

ます。あとは全然知らない個人とかもフォローしてきます。です

ので、やはりですね、丸の内ロータリークラブは小さいクラブで

すけれども、クラブのクオリティが高いと言ってもらえるような活

動をしっかり広報していくことで、丸の内としても小さくて新しくて

も、いっぱいいろいろな良いことができるんだということを内外に

知らしめていきたいなというふうに思っております。 

具体的な目標としては公開国会のホームページのまずはリー

チを増やすと。これは友だちにいいねというふうに押してもらっ

たりすると、非常に多くの方に見ていただけるようになっていま

す。多い時には 500～600 ぐらいかな、リーチが来ます。でも、

全然反応がないのもあるのでそのへんもちょっと考えていきたい

なと思っております。Facebook を使って、会員募集ということも

やっていきたいなというふうに考えております。それから、これ玉

木タマキ先生が非常に Facebook に詳しくてらっしゃるので、い

ろいろ教えていただきながら、検討しながらやっていきたいんで

すけれども。有料プランというものがあります。これはターゲット

を絞って、そういう人たちに丸の内を知っていただくというような

ことになりますので、そんなに大きなお金ではないと思いますけ

れども。こういったことにも、ちょっとチャレンジしていけたらなと

思っております。あとはホームページですね。ホームページに

関しては月 1、2 回ぐらいの更新を目指していきたいなと思って

おります。それで、こちらの方でも会員募集のサイトを作って、そ

ういうページを作って。やはり、このへんは高木さんにご意見を

いただきながら、どういうふうにしたら不安がないのかと。高木さ

んは何も書いてないけれども、電話をくださった勇気はあるんで

すけれどもね。やっぱりいくらかかるんだろうとかね、何人ぐらい

いるんだろうとか、みなさんすごい不安になると思うんですよね。

書けるところと、書かない方がいいというところはあると思うんで

すけれども。そこを上手く実際連絡をするというアクションに結び

付けられるようなことを考えていきたいなと思っております。今年

はせっかく嘉納会長の年度頭で、その次が古山会長エレクトと

いうことになっておりますので、ぜひともホームページに英語版

をつけたいなというふうに思っております。ここはちょっといろい

ろ大変かと思いますけれども、インド人からも連絡がありましたよ

ね。そういうこともありますので、英語版を作っていきたいなとい

うふうに思っております。 

それから、その他媒体として、これはいろいろ丸の内にはいろ

いろなコミュニティが実はあるんですね。それで例えばそういっ

たコミュニティが会議室を持っていたりとかします。なので、そう

いうところに入り込んで、丸の内に根ざした企業の方と知り合うと

か、会員に結びつけるとか。あるいはサポーター制度の OL さ

んとか、男性でもぜひとも奉仕活動をしたいと言っている人たち

と繋がるというようなところも考えていきたいなというふうに思って

おります。それから、その他媒体の会員募集として、有料なもの

であってもやっていったらおもしろいんじゃないかなと思ってい

ます。やっぱり 0 でやってくれと言うと、なかなか難しいですけれ

ども、ちょっと出すと言うと、結構やってくれたりします。なので、

そのあたりは検討しながらやっていきたいなと。会計の方にお願

いなんですけれども、ぜひともこういった有料プランであったりと

か、広告に少し予算をとっていただきたいなと。公開の場でお願

いをしたいなと思っております。金額的には 20 万ぐらい年間で

見ていただけるとうれしいなと思っております。以上になります。 

 

古山「会員募集のお知らせのところに分からないですけど、ぜ

ひ会員募集しておりますって書いたりとかして。ゲストウェルカム

デーか、もしくはどんなものかという入り込む、グループに入り込

んでいけるのが体験入学みたいな、体験参加みたいなものが

筆頭になっているんですね。それはやっぱり、そういうふうな形

で持っていった方がいいと思います。例会でもいいんですけれ

ども。1 回参加してもらうというような形で、それを紹介がなきゃい

けないという縛りがあるんでしたら、それをやっぱり考えた方がい

いとは思います。」 

 

尾崎「あと 1 つちょっと言い忘れたのが、オープニングムービ

ー。これですね。ちょっと今のだといろいろ思い出して、ちょっと

観たくない雰囲気になってしまって。」 

 

古山「もしくは早野さんにお願いをして、観たくない部分だけカ

ットしてもらう。ちょっと短くなるんですけど、その分写真の入れ

替えなので。全員の写真の入ってる会員の全員写真のものを、

別に 2、3 枚交換すればいいだけのことですから。」 
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尾崎「そうですね。なので、ちょっと写真を差し替えていきたいな

と思っています。素晴らしいビデオなので。EXILE ばりのいい。

ですので、みなさんできればちょろちょろ写真を撮って、上手く

撮れたものがあったらどんどん共有していただけたらなと思いま

す。そういうのをちょっと集めていきたいなと思いますので、よろ

しくお願いいたします。」 

 

⑥奉仕プロジェクト委員会（玉木） 

昨年と変わりまして、国際奉仕、社会奉仕、青少年奉仕が奉

仕プロジェクトと一緒になりました。基本方針としまして、会員み

なさまの意見を尊重し、東京丸の内ロータリークラブならではの

特徴を活かし、会員みなさま 1 人 1 人の自覚と協力をもって奉

仕活動に取り組むということを基本方針とさせていただきます。 

活動計画です。日本に住む外国人支援。これは嘉納先生が

特にお考えになっていることでございます。特に精神疾患以外

のアルコールに溺れている人々のために、啓蒙動画作成を検

討中でございます。あと、例会メーキャップ事前連絡をいただく

ことによって、フードロスに取り組んでおります。これは尾崎直前

会長のお考えでございます。あと、毎年海洋保護、海洋プラス

チック、ゴミに取り組んでいる WWF に寄付しておりますが。寄

付以外にも、新たな活動可能性を探っていきたいと思っており

ます。 

昨年度の話になりましたが、新モンゴル、日馬富士学校への

本の寄付。また、私の職業と関係あるのですが、歯磨き指導等

及び、スポーツ関連を通じて、交流を検討する。あと、職業奉仕

とも関連しますが、私なのですが歯科疾患は予防呼ぼうが 1 番

大事であるということを念頭に置いております。それゆえ、歯科

疾患予防の動画作成、子どもに対しては虫歯編。大人に対して

は歯周病編の動画作成を検討しております。昨年に引き続き、

ICRC を通じ、コロナ禍における難民キャンプ。例えば、難民キ

ャンプ等の情報収集に努め、コロナ被害の拡大を防ぐための支

援を検討しております。昨年同様森林火災や地震、水害などの

自然災害にはタイムリーに対応、支援していきたいと思っており

ます。これは昨年のオーストラリアの古山会員のオーストラリアの

森林災害の支援に関連しております。あと、古山会員にちょっと

作っていただいたのですが。あとはこれが飲酒ですね。飲酒の

問題。古山さんの娘さんが作ってくださいました。あと、いろいろ

な動画とかを簡単なものを作っていきたいと思っております。あ

と、それを繋げていきたいと思います。予算なのですが、とりあ

えずいくらぐらいかかるかって、作るレベルに寄るんですね。そ

れによって、何十万か何万かなっていう。1 万から 10 何万とか

であるのですが、最大 60 と書いてはあるのですが、一応そうい

うことになります。 

 

⑦ロータリー財団委員会（尾崎） 

 ・委員長の藪口会員、欠席 

 ・プレゼンなし 

 

⑧親睦友好委員会（髙木） 

 ・委員長の藪口会員、欠席 

 ・プレゼンなし 

 

⑧米山奨学委員会（髙木） 

「基本方針に関しましてはいつでも米山奨学生の受け入れが

できるようにというところで、まだ全体的に私も入会して間もない

状況で知識を深めて、いつでも支援できるような情報収集と体

制づくりを行うことだと考えております。それに先立ちまして、活

動計画に関しましてはまず具体的な知識を深めて、準備を進め

ていくというところが重要なんじゃないかと思っています。 

また、先程尾崎直前会長からありましたけども、弊社の CEO

がもともとアメリカの方で米山奨学生で経験者としてありますの

で。卓話者として招待しまして、話を聴くような機会を設けさせて

いただければと思います。他の方でもし奨学生の知り合いの方

がいらっしゃるなら、教えていただければと思います。今コロナ

の影響でセミナーとか勉強会も減っている中かもしれないんで

すけれども、米山関係のセミナーとか、勉強会の方にも積極的

に出席しまして、人脈を広げていくというところも重要になってく

るかなと思います。その他の米山の個人名義の寄付金、特別寄

付金というのも募っておりますので。こちらを可能であれば、追

加の呼びかけをしていただいてというふうに考えております。あ

と最後にこれもコロナの影響で実際できるか分からないんです

けれども、米山米吉記念館訪問というのをもし機会ができたら、

みなさんで参加を募って訪問の機会を作りたいというふうに思っ

ております。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


