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2017―2018年度　国際ロータリーテーマ「ロータリー：変化をもたらす」

http://blog.livedoor.jp/chuoshin/

　 【ガバナー公式訪問・5 クラブ合同例会式次第】
　　日時：2017年9月14日（木）12:30～13:30
　　場所：帝国ホテル　本館2階「孔雀西の間」
　　司会進行：山本雅一様（東京銀座RC）

12時28分	　 5 クラブ　会長・幹事　ご登壇	 	
　司会者より合同例会開始のアナウンス

	 ◎各クラブ例会数のご案内（司会者）
	 　	東京銀座RC第2840回・東京築地RC第2193回・東

京中央RC第1457回・東京銀座新RC第1389回・東
京中央新RC第675回

12時30分	◎開会の挨拶・点鐘（東京銀座RC芦原太郎会長）
	 ◎ロータリーソング	 	

　国歌「君が代」・「奉仕の理想」
	 　ソングリーダー　東京銀座RC常磐津文字兵衛会員
	 ◎ご来賓の紹介（ガバナー補佐　小野木隆雄	様）
	 　第2750地区　ガバナー　猿渡昌盛	様
	 　第2750地区　銀座・日本橋グループ	 	

　　　　　　　ガバナー補佐　小野木隆雄	様
	 　第2750地区　幹事　神山欣也	様
	 　第2750地区　銀座・日本橋グループ	 	

　　　　　　　グループ幹事　古澤和一郎	様
	 ◎	各会長・幹事の紹介の上、1分間スピーチ（各ス

ピーチ終了後ご降壇）
12時50分	　 5 クラブ交流タイム
	 	（	各テーブル　銀座RC会員の音頭で、自己紹介・

名刺交換等）
13時02分	◎卓話者の紹介（ガバナー補佐　小野木隆雄	様）
13時05分	◎ガバナー卓話「ロータリー：変化をもたらす」	 	

　国際ロータリー	第2750地区ガバナー	猿渡昌盛	様
13時30分	◎閉会の挨拶・点鐘（東京築地RC　古池建一会長）

会長報告（秋葉良子会長）
　皆様、何度も耳にしたことがおありと思いますが、当クラ
ブは女性が8割、男性が10名弱が特色で、只今増強街道驀進
中でございます。今年度は「できることをできるときに」を
モットーに、女性中心にできる奉仕をすすめております。
　どうぞよろしくお願い致します。

幹事報告（富田洋平幹事）
　会長が申し上げた「できることをできるときに」の精神で
クラブを支えて参ります。女性が8割ですが、男性も肩身が
狭いわけではなく、会長は若手を重要ポストに登用し、なん
でも話し合える雰囲気で頑張っております。

ガバナー公式訪問  
「ロータリー：変化をもたらす」

ガバナー　猿渡  昌盛　様
・RIのイアン	H.S.	ライズリーRI会長は、今年度の標語を「変
化をもたらす」（making	difference）と定めました。ロータリー
も時代と共に変わっていくべきとの思いを示したものです。
会長はオーストラリアのロータリアンで、公認会計士を職業
とし、奥様もロータリアンでガバナーを務めたほどの熱心な
方です。会長は身長180センチの巨漢でスポーツマンでもあ
ります。

・持続していく変化のためには、若い会員を増やすことが必要
です。我々が若いころは携帯電話が出始めた時で、弁当箱位
の大きなもので、必要もないのに持ち歩いて自慢したもので
すが、今は小さなスマホになり、ナビすら携帯電話に入って
いる時代です。

・持続可能な奉仕活動は、ただ魚を与えるだけでなく、釣り竿・
針・餌の付け方を教えて自ら持続的に魚を得られる途を付け
るという形が大事です。ケニアの井戸堀プロジェクトも、掘
るだけでなく、維持管理できる人も育てる途を付けることで
持続可能となります。

・地球規模のＣＯ₂削減策として、1人1本の植樹を提案してい
ます。私はまだ若いので、ガバナーとして集まりに出席する
度に植樹を心掛けています。グアムの大学で地区役員会が開
かれた時も大学に植樹しました。サイパンでロータリークラ
ブがスポーツ公園を整備しているので、ここにも植樹させて
もらいました。

・アメリカのサンディエゴで今期のガバナーの集いに出席しま
したが、研修で一杯で、今度ゆっくり再訪したいと思いまし
た。RI会長から「頑張れよ」と声をかけていただき、アメリ
カのガバナーの自宅に招かれて奥様の家庭料理で歓待を受け
たり、楽しい日々でもありました。

・今RIは「My	Rotary」を通じて情報発信しています。「Rotary	
org」では各クラブの奉仕事業の紹介を登録・閲覧ができます。
　「Rotary	Club	Central」では、各クラブの紹介を登録・閲覧
できます。

・ポリオ撲滅は、今でもロータリーの重要活動です。2013年
16件、2016年37件、2017年は0件になると期待されたものの、
パキスタンで3件、アフガニスタンで6件が発生しました。
日本では1947年から発生の報告はありません。生ワクチン1
回1600円でジフテリア・百日咳・ポリオの混合型です。今
後4年間で900億円が必要とされています。

・現在ロータリーは会員の高齢化が問題となっています。1905
年にポールハリスがロータリーを創設したときは36歳でし
た。坂本龍馬が幕末活躍したのは33歳、井伊大老も45歳、
勝海舟は45歳という若さでした。
　今後の新しい世界の課題にロータリーが柔軟に対応していく
ためには若い会員をどんどん増強していくことが必要です。
	 （要約文責　宮下）

出席率 59.18％ （出席者28名＋メーキャップ1名／正会員52名-休会3名）

例会報告  第675回  2017年9月14日（木）

卓話 
未定（テーブルスピーチ）

本日の例会  第677回  2017年10月2日（月）



宮下文夫・小堀　彰・落合守征・左明貴子 
上田美帆・吉田しおり・小磯優子・野村順子

クラブ週報
編 集 担 当

会長報告（秋葉良子会長）
・	10月16日（月）石破衆議院議員をお迎えして特別例会の予
定でしたが、折角二百数十人の参加者の予定のところ政治
情勢の変化で選挙のど真ん中となり「来られそうもない」
との連絡も入り、臨時理事会で急遽延期といたしました。
予定は11月9日か16日ですが、追って決まり次第お知らせ
致します。

・	元会員のウェイさん（現赤坂RC会員）が53歳で心疾患で
先週亡くなられ、当クラブで親しくしていた岡田会員など
がご焼香に伺ったのでご報告いたします。

幹事報告（富田洋平幹事）
・	本日はBOXへの配布物はありません。
・	10月16日の特別例会は会長から申し上げましたとおり11
月に延期となり、代わりに10月16日にファイヤーサイド
ミーティングを開くことになりましたのでよろしくお願い
いたします。

・	昨日日韓親善会議に出席しました。大韓航空のCAから何
度も韓国語で話しかけられてしまいました。会議では韓国
風のおもてなしを堪能しました。

・	日本側実行委員長市川様のご挨拶が素晴しかったのでお礼
に伺ったところ、お部屋で挨拶文の起草の裏話などいろい
ろ教えて下さいました。

バナー交換
　岐阜南RC	大森様が初めてメーキャップ
いただいたのでバナー交換いたしました。

奉仕活動報告（福元智子委員長）
　育成園の子供達から今夏のキャンプのア
ルバム作成と贈呈に対するお礼の寄せ書き
が届きましたので会場に回覧いたします。

・私も実はロータリアンでして、福岡西RCという会
員140名位の大クラブに所属しています。当クラ
ブは全員男性で、当クラブの華やかさには驚きま
した。

・私は福岡県出身で、現在45歳になりますが、父
も祖父も産婦人科医の家系で、私も小さいころか
ら待望の長男として常に医者になるんだろうと周
りから思われていましたが、普通の勉強は不得手
であきらめました。
　　母方の祖父が印刷会社を経営していたり、ビジネス家系であった
せいか私も起業の途を目指すようになりました。
　　ちなみに私の名前は光太郎ですが、計らずも妻の名は智恵子です。
・私は元々目立ちたがり屋でTVのコメンテーターを引受けたりして
います。会社の業務は、ママと子供達の明日を支える育児支援が中
心です。フリーペーパーを出して育児の応援をし、0歳児から就学
前の子供達を持つ26歳から40歳ころのママがターゲットです。

・ママ達の情報収集源は、ネット、口コミ、専門家のアドバイス、情
報誌などですが、ママ達の80％は新聞を購読していません。ママ達
のSNSの使用目的は友人の近況チェック、連絡ツール、口コミのネ
タなどです。当社ではフリーペーパー「リトルママ」を発行してマ
マ達に情報を提供し、Web上にママ友を作るコミュニティを提供し
て月30万人の利用を得ています。又当社はリアルな場として1万5
千人は集まる出会いの場となるイベントを定期的に開催しています。
これからは更に商品を開発して、流通させ、販売することを考えて
います。

・「リトルママ」はフリーペーパーとして幼稚園、保育園で配布しても
らっていますが、子供達の小さなカバンに入れられるように小さく
折り畳んで配布しています。
　　「コミュニティサークル」はすでにWeb上で5,000以上が登録され
て活動しています。実際に会える距離毎にエリアを分けて、孤独に
なりやすいママ達につながりの場を提供しています。転勤などで新
米ママが転勤先で心細い思いをするときはコミュニティ上に「福岡
出身のママいますか」などと呼びかければサイト上に沢山集ってく
れる訳です。
　　１つのサークルの参加者を平均30人とすると5,000件以上のサー
クルがすでに発足しているので15万人位が利用していることになり
ます。
　　「イベント」は孤独なママ達が一歩家庭の外へ出る機会を提供する
もので、企業ブース、子供達の遊び場、子供達の撮影会、ママ達の
手芸品などの出店のブースもあり、それぞれが楽しめるようになっ
ており、1回のイベントに1万5千人は集ってくれます。

・ママの声を形にするために商品開発も考えています。
　　「野菜ぎらいが直るドレッシング」の企画をして、ママ達のブライ
ンドテストでNo.1のドレッシングを改良して商品化したところ、
TVにも取上げられて滑り出しは上々でしたが、その後さっぱり売
れませんでした。
　　やはり、ニーズを集めただけでは商品としては売れないというこ
とを学びました。

・今は、ランドセルの情報誌（「ランドセル読本」）をフリーペーパー
で作って、ランドセル工業会に費用を出してもらって幼稚園、保育
園などで配るという仕事を始めています。
　　又、保育園や幼稚園用の土地や施設のオーナー様と園を経営した
い人達をマッチングする事業も始めています。

・保育士は圧倒的に不足していますが、ママ達の10％は保育士の資格
を持っているのに、そのうちの75％は資格を生かしていないという
現実があるので、当社がママと園とのマッチングを図っていく事業
も始めています。

・今後の課題としては、
　「リトルママ」誌の100万部への増加、
　「コミュニティ」参加者の100万人へ増員、
　「イベント参加者」を全国で100万人へ増員
　することを課題としています。
・私も生い立ちでは中学1年で両親が別居し、20歳で両親が離婚し、
その後も慰謝料、養育費で揉めるのを見てきました。子供のころは
嫌な思い出でしたが、今は五体満足で働けるのは両親が産んでくれ
たおかげだと感謝できるようになりました。
　　子供の虐待など事件化するケースとしないケースとの差は本当に
紙一重なんだと考え子供を一人でも応援してあげたいとの思いで仕
事を始め、ママ達が集ってくれて少しづつ今の規模になりました。
　　今後もママと子供達に寄り添って仕事をしていく所存です。
	 （要約文責宮下）

 「子育て支援事業『リトルママ』とは」
リトルママ代表　森  光太郎 様

にこにこ合計 21,180 円／今期累計 202,180 円

秋葉良子会長	 特別例会が延期となり残念です。たくさんの集客を頂
きましたが、このまま延期日にもお越し下さいますよう
期待しております。

富田洋平 幹事	 昨日、第14回日韓親善会議に出席し、帰国致しました。
当クラブからは石川会員、小池会員が出席致しまし
た。会議を通してまずは出席して分る事、感じる事そし
て必ずある新しい出会いに感謝感謝の一時でした。

石川和子会員	 一昨日、第14回日韓親善会議晩餐会に出席して参り
ました。韓国のかわいい子供達の合唱もあり、楽しい
晩餐会でした。第15回親善会議は仙台で開催です。

大盛敬子会員	 特別例会延期との事、楽しみは後でという事と致しま
す。10月のファイヤーサイドミーティングを楽しみにし
ております。

小池富美子会員	 昨日第14回日韓親善会議（ソウル市）に出席参加し
て帰って参りました。たまたま座った席がソウルロータ
リーのパストガバナーと一緒のテーブルで楽しく過し
て参りました。

後藤啓二会員	 いつもありがとうございます。
曽根章乃 会員	 東京都美術館で9月10日から17日まで開催されました

日本手工芸協会主催の展覧会で、盆景部門で入選
しました。入会御希望の佐藤幸子様をおつれいたし
ました。

野呂洋子 会員	 本日は、毎年参加しているくらま会の発表会です。今
年は勧進帳の義経をします。今日の夕方4時40分か
ら新橋演舞場にて参加します。チケットを吉国さんに
お渡ししておりますので、宜しければいらして下さい。

福元智子会員	 友人の行政書士石下先生が本日の日経新聞に掲載
されました。うれしいのでニコニコします。

出席率 57.14％ （出席者26名＋メーキャップ2名／正会員52名-休会3名）

例会報告  第６７６回  2017年9月25日（月）


