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開会の挨拶・点鐘
東京中央RC　田中　半一会長

ロータリーソング
東京中央新RC　山下　江会長エレクト

曲名：「国家：君が代」「奉仕の理想」

ご来賓の紹介
東京中央新RC　富田　洋平会長

・第2750地区　ガバナー	 三浦　眞一様
・第2750地区　幹事	 石川　和子様
・第2750地区銀座・日本橋グループ　ガバナー補佐
	 山田　和之様
・第2750地区銀座・日本橋グループ　グループ幹事
	 熊谷　春水様

幹事報告
東京中央RC　　山田　泉幹事
東京中央新RC　石原　忠始幹事

ガバナー卓話
テーマ：「奉仕の心でつながろう　地域と世界と」
国際ロータリー第2750地区ガバナー　三浦　眞一様

国際ロータリー第2750地区
2021-22年度ガバナー

三浦　眞一氏

【所属クラブ】　国際ロータリー第2750地区
東京八王子西ロータリークラブ

【 生 年月日】　1949（昭和24）年4月15日生

【 職 業分 類 】　書籍雑誌販売

【 学 歴 】
1972（昭和47）年3月　日本大学文理学部史学科　卒業

【 職 歴 】
1972（昭和47）年4月　株式会社三成堂　入社
1975（昭和50）年4月　同社　専務取締役
1998（平成10）年4月　同社　代表取締役
2016（平成28）年4月　同社　取締役会長

【主な公職歴】
八王子市生涯学習審議会会長・東京医科大学八王子医療
センター病院倫理委員会委員・公益財団法人八王子市学園
都市文化ふれあい財団前理事長・社団法人八王子青年会
議所第23代理事長・社団法人日本青年会議所広報委員会
委員長	他

【 受 賞 歴 】
八王子市市民功労者
東京都都民功労者
文部科学大臣功労者

【ロータリー歴】
1990年	 東京八王子西ロータリークラブ	入会
2006︲07年	 クラブ幹事
2007︲08年	 地区多摩南グループ	幹事
2012︲13年	 クラブ会長
2014︲15年	 地区会員増強委員会	委員長
2015︲16年	 地区米山記念奨学委員会	委員長
2016︲17年	 地区多摩南グループ	ガバナー補佐
2018︲19年	 地区奉仕プログラム委員会	委員長

米山功労者マルチプル
ロータリー財団メジャードナー
ベネファクター
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
ポール・ハリス・ソサエティ

本日の合同例会　2021年9月30日（木）
東京中央ロータリークラブ 第1601回
東京中央新ロータリークラブ 第821回

帝国ホテル中2階「菊の間」・オンライン例会
2021︲22年度ガバナー公式訪問



開会説明（海渡千佳会員組織委員長）
　皆様　ハイブリッド例会を開催させていただきます。
　なお、本日の例会の模様は当クラブの週報用の記録
としてビデオ録画をさせていただく予定ですので、参
加者の皆様におかれましては、個人情報への許諾を予
めよろしくお願い致します。

清宮普美代会長　点鐘挨拶
　皆様こんにちは！
　今日は今年度の最終例会になりました。対面とオン
ラインのハイブリッドで開催出来てとてもうれしく思っ
ております。
　それでは第813回例会を開始したいと思います。

ロータリーソング
　「四つのテスト」「世界をつなぐロータリー」

卓話者・ゲスト発表（安原良昭SAA委員長）
　ハイブリッド例会にようこそご参加下さいました。
　本日のゲストは6名です。
・中央大学ローターアクトクラブ	 有路幹太　様
同	 鶴岡舜也　様
同	 峯下栞子　様
同	 宮下貴将　様
同	 土田裕貴　様
・トレーナー　大河原宗一郎　様

ご挨拶（中央大学ローターアクトクラブ会長
有路幹太様）

　現在会長の有路幹太と申します。この1年間有難う
ございました。
　我々は大学のアクトを卒業した後の受け皿として東
京セントラルローターアクトクラブを作ります。来年創立
予定で、15名で始める予定です。今後中央大学ローター
アクトクラブの提唱クラブとして支えていく方針です。
よろしくお願い致します。

幹事報告（高橋肇幹事）
　来期もハイブリッドの例会
が続くので、ハイブリッド運
営で必要になるiPhone等を
使っていないものがあれば、
ちゃんとした値段で会員の
皆様から譲り受けたく、余
裕のある会員は是非事務局に申出をお願い致します。

感謝
　今期、大河原トレーナーに5分間のエクササイズの
指導を頂いていましたが、何のお礼も差し上げていま
せんでしたので、今度初めてチーズケーキを差し上げる
ことといたしました。皆様どうぞ拍手をお願い致します。
【大河原様ご挨拶】
　貴重な経験を有難うございます。
5分間のエクササイズでしたが、皆
様御参加ありがとうございました。

ロータリー財団表彰
清宮会長からバッヂのお渡し
　（ポールハリスフェロー賞プラス2）
　　　石川和子　会員
　　　時枝紀子　会員
　　　岡田敏子　会員
　（ベネファクター）
　　　山下　江　会員

米山功労者表彰
　南　章乃　会員（第11回メジャードナー）
　並木咲樹　会員（第6回マルチプル）

クラブ表彰
・個人平均2万円達成クラブ表彰（米山記念奨学会）
・会員増強賞（2750地区ガバナー）

皆勤賞
明山会員　石川会員　石原会員　岡田会員
海渡会員　川口会員　清宮会長　高橋幹事
時枝会員　野呂会員　福元会員　安原会員
矢部会員　山下会員　　（以上14名）
【川口会員コメント】
　皆様こんにちは。川口でございます。オンライン
がないころは皆勤できず、オンラインのメリットの一
つが私のようなバタバタっとしている者も参加ができ
ることです。
　非常に感動しましたのは、オンライン中心のこの
年度でも新しい会員の方をお迎えできて、密接に会
議ができることです。リアルでお目にかかれること
は本当にうれしくてお食事をしながら親しくお話がで
きるようになることを願っております。
　来期も頑張って出席をして、お互いの関係性を温
めながら奉仕活動に積極的に取り組めたらなと思っ
ております。
　どうもありがとうございました。

� 例会報告  第813回  2021年6月21日（月）
	 対面とオンラインのハイブリッド例会

出席と接続会員数27名+メーキャップ0名
（正会員61名-休会6名）

出席率 49.09%



会長特別賞
ⅰ　IM協力特別賞　　城麻里奈会員
IMの初めての全面オンライン化に尽力し、当ク
ラブのビデオを作製するなど当クラブの存在感
を高めて下さった。
【城麻里奈会員コメント】
　貴重な経験を有難うございました。1つのこと
を作り上げる素晴らしさを学ぶことができまし
た。ありがとうございます。

ⅱ　デジタル広報特別賞　　山田桂子会員
オンライン・ハイブリッド例会実現の絶大な協
力、当クラブWebサイトの促進、他クラブへの
オンラインノウハウの提供など、1年間お疲れ様
でした。
【山田桂子会員コメント】
　こんな賞を頂けるとはこの瞬間まで知らなく
て驚いております。ITで皆様のお力になれてい
たらうれしいなと思っております。

ⅲ　ニコニコ促進特別賞　　大盛敬子会員
ニコニコの促進に、真摯に取り組んで率先垂範
でご尽力下さいました。
【大盛敬子会員コメント】
　あたりまえのことをしただけなのに、ありがと
うございました。

ⅳ　会長賞　　時枝紀子会員、石川和子会員
　　大盛敬子会員
今年一年クラブ活動をサポートして頂いてほん
とうにありがたいと思っております。
【石川和子会員コメント】
　素晴らしい会長賞ありがとうございます。理
事会のおばさんとして意見を言わさせていただ
いたことかなと思っております。ありがとうござ
います。
【時枝紀子会員コメント】
　コロナ禍でオンラインを促進しなければなら
ない年にたまたま清宮会長のようなITに前向き
な方がIT化を促進して頂き、地区でも当クラブ
をアピールして参りました。今日はありがとうご
ざいます。

各委員長・理事挨拶

会長・幹事に感謝状及び花束贈呈
【富田洋平会長エレクト感謝の弁】
　1年間お疲れ様でした。RIのテーマ「ロータリーは
新しい扉を開く」、清宮会長のテーマ「ロータリーは新
しい世界への扉を開く」でしたが、この1年実現でき
たでしょうか？
　コロナで始まりコロナで終わった1年でした。
　ロータリアンの最大の命綱、例会をオンライン・ハイ
ブリッドとどこよりも早くつなぎ、そして魅力的な卓話
を準備し、医療支援プロジェクトを始め、新規の奉仕
活動を実現させ、既存プロジェクトもしっかり維持し、
やりとげた。
　夜間例会ではオンラインでつなぐというありえない親
睦会もやった。そして今日来てくださっている中央大学
アクトの皆さんともつなげた。新入会員も増強した。そ
してIMでは「愛のクラブ」といわれ。
　そんなような1年を作り上げた、ある意味、本当の意
味で新しい扉を開くきっかけをしっかり作っていただけ
たのではないかなと思います。
　次年度に引継がせて頂きますが、本当に1年間おつ
かれさまでした。

【中央大学ローターアクトクラブ感謝の言葉：有路会長】
　清宮会長、高橋幹事、1年間有
難うございます。
　1年間様 な々ことでお世話になり
ました。2年前初めて育成園のキャ
ンプでお会いした時は、この人は怖い人じゃないかと
思ったんですが、お話ししてみると本当に違って、我々
のこともしっかり考えてくれていて、初めての共同提唱
ということをさせていただいて、本当に1年間ありがと
うございました。



地区役員担当会員に感謝の言葉（石川和子会員）
（時枝紀子ガバナー補佐、福元智子グループ幹事）
　時枝会員はガバナー補佐、福元会員はグループ幹事
として、この1年地区で活動を続け素晴らしいIMを開
催し、このコロナ禍で本当に大変だったと思いますが、
銀座日本橋グループという大変なグループをまとめて
しっかり立派に勤め上げて頂きました。本当に心から
の感謝をこめてありがとうございました。

細則改正決議（石原忠始次期幹事）
　富田会長エレクトから、次年度の
理事会を会社業務に抵触しない午
後の例会後に開催し、その内容の
発表は第2週の例会時に行いたい
との希望が出て、その実現のために、現在の「クラブ
細則4条4節の「毎月第1月曜、11:30に開催」の部分
を、「理事会の開催日と開始時間を年度の初回理事会
で定める」と変更する必要が生じています（令和3年6
月9日付クラブ細則改正提案として全会員にメール配
布済）。
　出席者全員賛成（リアル・オンラインとも）
　結果　出席者の3分の2以上の多数の賛成を得て改
正案は成立しました。

閉会点鐘挨拶（清宮普美代会長）
　皆さん最終例会お
疲れ様でした。最後
に皆さんの感謝の気
持ちがここに集まっ
て本当によかったな
と思いました。
　私は福元年度の幹事でしたので、この2年はコロナ
が被って大変でしたが、皆様とたのしい時間をすごさ
せていただきました。又、7人の新しいメンバーを迎え、
いっしょに活発に活動していただいたと思います。「自
分がやっているんではなくてやらさせていただいてい
る」という時枝ガバナー補佐のお言葉を確かにそうだ
なと私自身も思います。
　去年私は60歳になったので、新しい何かを始めたい
と思っております。理事会にはお伝えしたのですが、
来年度は余白を作るために大変申し訳ないんですが、
休会をお願いしております。次年度は、富田会長エレク
トの活躍で、どんどん素晴らしいクラブになっていくと
思います。
　皆様も力を集結して次年度も新しい時代にあった新
しい扉を開けて新しいクラブを模索していただきたいな
と思います。私も出来ることで、微力ながら貢献させ
ていただきたいと思います。
　これをもって、最終例会813回を終了させていただ
きます。

（要約文責　宮下）

清宮普美代会長	 最終例会となりました。皆様1年間本当に
ありがとうございました。

富田洋平会長エレクト	 清宮会長、高橋幹事、1年間本当にお
疲れ様でした。清宮年度の熱い想いを少
しでも受け継げるように次年度も頑張って
参ります。

石川和 子 会員	 清宮会長、高橋幹事、大変おつかれ様
でした。大変な一年でしたが、次の一年
に向けてがんばりましょう！

太田一 彦 会員	 皆さんお久しぶりです。お会いできてうれ
しいです。

大盛敬子 会員	 清宮会長、大変お疲れ様でございました、
感恩感謝にてニコニコします。

海渡千佳 会員	 今年度、会員組織委員長としての最終
の例会となりました。1年間ロータリーにつ
いて、良い学びの場をいただきました。
会員の皆さまへの心くばり、目くばりには至
らない点も多かったと思いますが、皆様に
支えられての1年でした。ありがとうござい
ました。

かづきれいこ会員	
並木咲樹 会員	 お久しぶりです。先月帯状疱疹にかかり

苦しんでしまいました。ワクチン（帯状疱
疹の）があるようですので皆様かかってな
い方は、打っておいて下さい。

西村美寿穂会員	 清宮年度おつかれ様でした。対面例会
でうれしいのでニコニコします！

野呂洋 子 会員	 清宮会長、高橋幹事、お疲れ様でした。
富田エレクト、石原幹事エレクト、宜しく
お願いいたします。

水野珠貴 会員	 皆さまお久しぶりです。ワクチン接種が今
週に決まったのでニコニコします！

山下 　 江 会員	 清宮会長、高橋幹事、コロナ禍のなか、
大変な1年でしたがお疲れ様でした。あり
がとうございました。

	 ひさびさのリアル例会のお祝に！

にこにこ合計34,000円



開始（SAA委員司会担当大盛敬子会員）
　皆様　ハイブリッド例会を開催させていただきます。
　なお、本日の例会の模様は当クラブの週報用の記録
としてビデオ録画をさせていただく予定ですので、参
加者の皆様におかれましては、個人情報への許諾を予
めよろしくお願い致します。

富田洋平会長　開会点鐘
　皆様こんにちは！

ロータリーソング
　「君が代」「奉仕の理想」

新年度に乾杯（小堀彰会員）
　20年前、右も左も分からないま
ま親クラブの会員の取引先からロー
タリークラブの創立に関わってみな
いかと誘われて入会し、翌年2月に
クラブは認証状をいただき、それから20年、60名を
超える規模に発展し、女性が多く、素晴らしいプロジェ
クトも堅実に進められています。
　コロナ禍で自粛状況が続いていますが、本日新体制
が始まり、新会長のリーダーシップの下30周年に向け
て発展できることを祈念いたしまして、乾杯！

入会式
新入会員　　圓井（まるい）順子　会員
同　　　　　鈴木隆志　会員

ゲスト発表（安原良昭SAA委員長）
　ハイブリッド例会にようこそおいで下さいました。
　本日のお客様は、4名です。
（対面）
・野呂会員ゲスト　馬場宏平　様
・野呂会員ゲスト　小原基雄　様

（オンライン）
・東京セントラルローターアクトクラブ
　　　会長　土田裕貴　様
同　幹事　中谷悠人　様

富田洋 平 会長	 新年度スタート致します。清宮年度よりバトン
を受け継ぎ皆で東京中央新ロータリークラブ
の看板を磨いて行きたいと思います。一年よ
ろしくお願い致します。

石原忠始 幹事	 新年度を祝ってニコニコします。
石川和 子 会員	 いよいよ新年度スタートですね。富田会長・

石原幹事どうぞよろしくお願いいたします。
大石由梨枝会員	 ロータリーに加入させて頂いてからちょうど一

年が経ちました。お誕生日のお祝いもありがと
うございます。

	 富田年度もすばらしい年度になるよう祈念して
ニコニコします。

太田一 彦 会員	 新体制での初対面例会。皆さんとお会いで
きてうれしいです。

大盛敬子 会員	 富田会長様、石原幹事様、役員様、各委
員長様、各会員様、本年度もどうぞ宜しくお
願い致します。

岡田敏 江 会員	 富田会長、石原幹事。一年間宜しくお願い
致します。清宮パスト会長、高橋パスト幹事
一年間お疲れ様でした。ゆっくりお身体を休
めてください。

海渡千佳 会員	 新年度から、奉仕プロジェクトを担当させて
頂きます。ニコニコは当クラブの奉仕活動の
原資となります。皆さまのご協力も引き続き、
どうぞよろしくお願いします。

小林真由美会員	 清宮会長お疲れ様でした。そして富田会長、
コロナ禍ですが、引き続きよろしくお願いいた
します。

小 堀 彰 会 員	 富田会長、石原幹事、宜しくお願い致します。
城麻里奈 会員	 新年度おめでとうございます！　皆様と対面で

お目にかかれてうれしいです。
白水 真 子 会員	 友人が熱海に住んでいます。今のところ大

丈夫なようですが、外にも出られず食料品が
三日くらいで底を尽きるそうです。心配です。

田中結 加 会員	 富田年度　本年もどうぞ宜しくお願い致しま
す。奉仕頑張ります！

時枝紀子 会員	 いよいよ、富田年度のスタート！　また楽しみな
がら前進致しましょう！

野呂洋 子 会員	 富田会長、石原幹事、宜しくお願いします。
本日は入会希望の小原さんと馬場さんをお連
れしています。

南 章 乃 会 員	 今日から富田年度。2750でのすばらしい飛
躍を祈っています！

福元智子 会員	 富田会長、石原幹事！！　一年間どうぞよろし
くお願いします。微力ながらサポートして盛り
上げていければと思います。

宮下文夫 会員	 清宮年度の無事終了おめでとうございます。
富田年度もコロナは続きますが負けずに元気
に活動を続けましょう。

山 下 江 会 員	 圓井順子さん、ご入会おめでとうございます！
圓井さんは元看護師で、交通事故の後遺障
害や遺言時の意思能力などについて医師の
意見書を弁護士に提供するなどのお仕事と
健康サプリの販売のお仕事をしています。み
なさん、仲良くしてあげてください。

	 富田会長、石原幹事、1年間よろしくお願い
します。富田丸の出航を祝ってニコニコします。

山田桂 子 会員	 新年度おめでとうございます。うれしいのでニ
コニコします。

にこにこ合計51,000円

◀

圓井会員

◀

鈴木会員

� 例会報告  第814回  2021年7月5日（月）
	 ハイブリッド例会

出席と接続会員数40名+メーキャップ0名
（正会員59名-休会6名）

出席率 75.47%



　7月13日（火）に設立大会を予定しています。
　参加受付締切日を過ぎましたが、まだ参加者を募集
中です。よろしくお願いいたします。

新会長ご挨拶（富田洋平会長）
「我々の存在意義とは？」
　～奉仕と親睦を通して感じる『enjoy』～

（自己紹介）
　1976年11月生まれ、44歳
で、北海道　札幌市出身。妻
1人、子2人（13歳、3歳）、
東京都武蔵野市在住。
　趣味は全国のうなぎ店訪
問、車のレース、渓流釣り。
　仕事はプルデンシャル生命で、主にオーナー企業の
経営者の事業承継・相続の事前対策などを担当してい
ます。承継に当って、家族などに争いを起こさない係
のような仕事をしています。私は他人とお話をするのが
大好きで、コミュニケーションを通して課題を見つけた
りするのがどうやら得意なので、今の仕事は天職だと
思い、1年368日くらい職業奉仕を頑張っています。
特技はスキーで40年位やっているので、相当うまいで
す。10年前に動物占いにはまり師範の資格を取りまし
た。もし気になる人、苦手なあの人の取説を書いてほ
しいという方がいらしたらその時は言って下さい、西
野カナさんの秘密の取説を渡します。

【会長所信表明】
・	2013年小林会員にロータリークラブを勧められてか
ら早8年、ロータリーが何をするところかもまったく
分からず、見学会と称した例会にゲスト参加し、大
の大人がおおきな口を開けて一生懸命歌っていた姿
に圧倒され、ある意味感動を覚え、この組織で純
粋にロータリー活動をやってみたいなと思い、当時
会長をされていた石川会員からバッヂを付けていた
だいたことを昨日のことのように思い出します。そし
てここに連れてきて下さった小林会員には心から感
謝しております。
　広報委員では主にカメラマン、会員組織委員長の
ときは司会をやり、ゲストの他クラブ会長から帝国
ホテルの職員と間違えられよくお手洗いの場所を聞
かれました。
　親睦旅行の幹事もよくやっておりましたが、旅行
先のレストランではたびたび添乗員と間違えられ控
室に案内されたこともあり、今から考えるとロータリ
アンの風貌には程遠いものだったんだなと思われま
す。
　その後秋葉年度では幹事を拝命し、他クラブの
会長・幹事と交流させていただく貴重な経験をいた
だきました。

幹事報告（石原忠始幹事）
・3回目の幹事登板の石原でございます。
・	本日の配布物は、ロータリーの友7月号・地区便覧・
会員名簿です。

・	本日の理事会は、細則の変更により、例会後の13
時30分から始まります。

・ 	今年度の年間スケジュールは、会員名簿の末尾にも
記載のとおり、オリンピックの影響で祝日と例会日
の変更がありますのでご注意下さい。

7月のハッピーバースデイ
栗原里央子会員（1日）、
かづきれいこ会員（2日）、
金子健彦会員（10日）、
白坂亜紀会員（20日）、
白水真子会員（22日）、
大石由梨枝会員（24日）、
後藤啓二会員（30日）

表彰式
福元智子会員
　ポールハリスソサエティ
岡田敏江会員
　ポールハリスフェロー	＋2

地区役員公表
石川和子会員	 地区幹事
	 ガバナー月信・年次報告委員会　
	 委員
明山友美会員	 公共イメージ委員会　副委員長
	 ロータリー財団委員会
	 ポリオプラス委員会　委員
野呂洋子会員	 2020オリンピック支援委員会
	 副委員長
岡田敏江会員	 米山記念奨学委員会　
	 米山学友委員会　委員
時枝紀子会員	 規定審議委員会　委員
上田美帆会員	 奉仕プログラム委員会
	 国際奉仕委員会　委員
山田桂子会員	 公共イメージ委員会
	 クラブ広報支援委員会　委員

東京セントラルRAC報告（土田裕貴会長）
　当クラブは、中央大学RAを支援するため今年創立
されました。



事はすべて価値あるものと認識し、社会に
奉仕する機会としてロータリアン各自の職業
を高潔なものにすること。

　第3　	ロータリアン一人一人が、個人として又事業
及び社会生活において、日々奉仕の理念を
実践すること。

　第4　	奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的
ネットワークを通じて国際理解・親善・平和
を推進すること。

　とされています。
・手続要覧はロータリーの基本理念を
▶	ロータリーは基本的には一つの人生哲学であり、
それは利己的な欲求と義務及びこれに伴う他人の
ために奉仕したいという感情との間に常に存在す
る矛盾を和らげようとするものである。
▶	この哲学は奉仕－「超我の奉仕」－の哲学であり、
これは「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」
という実践的な倫理原則に基づくものである。
▶	社会奉仕は、ロータリアン一人一人が「超我の奉仕」
を実践する機会である。
としています

・クラブの目的
「〇〇する為に東京中央新RCは存在する」と読み替
えて下さい。
①　	奉仕の機会を定期的に調査し「地域社会のニー
ズを検討」

　　→	クラブ協議会を通して生まれた奉仕活動・意
見交換

②　	社会奉仕プロジェクトを実施するにあたり、各
会員の得意とする職業上の能力・趣味の力を活
かす。

　　→	お茶会や親睦行事中の何気ない会話や自身
のお仕事の話から生まれた奉仕活動

③　	ささやかでも社会奉仕活動の重要さを認識し、
地域社会に貢献する。

　　→	継続して行っている育成園の支援や画廊巡り
など。

④　	社会奉仕活動を秩序化するためにローターアク
トクラブ等と密接に協力する。

　　→	中央大学のローターアクトクラブとの提唱から
生まれた新たな取り組み。

⑤　	国際レベルのロータリープログラム活動を通じて、
社会奉仕プロジェクトを強化する機会を作る。

　　→	常に存在する国際奉仕（ケニア、カンボジア、
フィリピン（DG）、パキスタン（GG）等）

⑥　	クラブの奉仕活動が一般社会にも十分認めら
れる。

　　→	当クラブの例会に来たゲストがクラブに入会
する。

　　　	当クラブの奉仕プロジェクトの先から賞賛の
お声を頂く。

　又、奉仕委員のときには、育成園のサマーキャン
プのリーダーとして、キャンプファイヤーの火の神と
いう重責を2年連続で務めさせていただきました。
　とにもかくにも会長としてこの場に立たせていただ
いていることにある意味不思議な感覚を覚えます。
順番なのか神がくれた機会なのか、やるからにはしっ
かり努めて参る所存でございます。
・ 	今期のクラブテーマは「我々の存在意義とは？」～
奉仕と親睦を通じて感じる『enjoy』～とさせて頂き
ました。
　冒頭右も左も分からなかった訳ですが、8年とい
う歳月を通してなんとなくロータリーってこういうこと
をするところ、1年を通してこうやって時間を使うとこ
ろ、そんな感覚が私にはあります。
　皆さんもそれぞれあるんじゃないかなと思います。
ただ注意すべきは、なんとなく例会に出て、なんと
なくお茶飲んで帰る会ではないということ。皆さんも
たぶん同じ気持ちだと思います。では私たちはなん
で今ロータリアンなんでしょうか？
　この問いは、コロナで一気に私の頭の中を駆け巡
り始めました。加速した感じがするんです。コロナ
は我々に多くの問いを突き付けました。多くのことを
考えるきっかけを与えてくれました。がしかし、多く
のことがやりにくくなっちゃいました。ロータリー活
動だってそうです。我 ロ々ータリアンの存在意義は何
でしょうか？　皆さんロータリアンになったきっかけ
は何でしょうか？　そのとき何を感じ、何をしたいと
思って入ってきたのでしょうか？　仲間ができて親睦
活動が活性化し心がワクワクするあの感じ、楽しい
ファイヤーサイドミーティング、おいしかったあの赤ワ
イン、同好会活動においてとある会員の意外な素顔
を見てとても素敵だなあの人はと思ったあの瞬間、
奉仕活動に参加し心の充実を感じたり、自分という
存在が他人の役にたてることができたあの温かな気
持ち。こういっていると小学校の呼びかけのようで
す。しかしながら今それらがほぼすべて止まってい
ます。スマホでギガ数が不足すると、速度がノロノ
ロになります。非常にストレスがかかります。まさに
今そんな状態じゃないかと思います。親睦旅行も
NG、サマーキャンプもNG、同好会活動もNG、
〇〇も中止、ロータリーの生命線である例会も制限
がかかっている。どこで会っても「やあ」と言おうよの、
「やあ」も「おい」もいえない、こんな状態が続くと、
ロータリー活動をやる意味があるのか、何のために
ロータリアンなんだろう、そんな葛藤に陥ってしまい
ます。そもそもロータリアンはこんなとき何をすれば
いいのでしょう。
・ところでロータリーの目的をご存知でしょうか？　
　第1　	知り合いを広めることによって奉仕の機会と

すること。
　第2　	職業上の高い倫理水準を保ち、役立つ仕



宮下 文夫・山田 桂子・小堀 　彰・
川口 　惠・金子 健彦・諏訪 智美・
大石 由梨枝・白坂 亜紀

クラブ週報
編 集 担 当

当クラブテーマ
「我々の存在意義とは？」
　～奉仕と親睦を通じて感じる「enjoy」～

・富田年度で実現したいこと
　1　素敵な20周年行事を！
　2　委員会活動を活性化（委員会単位での集まり）
　3　例会を全員がお互いを知る機会に
　4　「自慢」したいことは他人に言ってもらう
　5　オンラインが億劫なら2人で参加を
　6　素敵な卓話
　7　親睦活動活性化と退会防止
　8　増強5名
　9　奉仕活動は継続P会員と新規P会員で
　10　デジタルツール活用
・（会長「四つのテスト」を歌う）
真実かどうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか

ご清聴ありがとうございました。

（要約文責　宮下）

・ロータリーの中核的価値観
　ロータリーは限られた人数
ではだめなんです。
　みんなで意見を出し合っ
て、みんなの長所を出し合っ
て、みんなで工夫して奉仕の
機会を作る団体なんです。
　皆で○○という活動が、例会や親睦、奉仕と切っ
ても切り離せない活動です。一人ではけして楽しくな
いものです。楽しくなければ意味がない。でも楽し
いだけでも意味がない。改めて我々の存在意義とは
何なのでしょうか？　私は「ロータリアンは社会奉仕
の楽しさを仲間と一緒になって多くの人に広める、そ
の輪を広げるために存在している」と思っています。
　時代は目まぐるしく、大きく変わっています。つい
この間当たり前にやっていたことが今はいきなり古く
なったりする。が、しかし一方でロータリーを定義
づける普遍的価値があります。
　親睦、多様性、高潔性、奉仕、リーダーシップ、
これをつぶやいて違和感はありますか？
　当クラブは7月1日現在58名。これからも多様な
人たちが徐々に集まりつつあります。時には意見の
衝突もあるでしょうし、すれ違いも起きるでしょう。
意見の食い違いにストレスを感じたりということがあ
るかもしれません。人数が増えるとはそういうことで
もあります。
　だからこそ、仲間と共に社会貢献をするときは、
　　→　仲間のことをもっと知る努力
　　→　支えてくれる周りへの感謝
　　→　仲間へのリスペクト
　　→　仲間の成長を願う気持ち
　こんなことが必要になってくると思います。
・ 	皆さん恥ずかしいとは思いますが、お隣の人と見つ
め合って下さい。Zoomの方は画面の誰かを見つめ
て下さい。一人一人は社会生活では大きな心を持っ
た大きな存在です。でもその人のことをどのくらい
知っていますか？私たちは利益や役職を競うために
集っているのではありません。楽しく社会奉仕をす
るために集まった愛の組織なんです。この20年間、
当クラブを必要としてくれる団体や人たちを捜してき
ました。これからもそんな団体や人たちを捜していき
たいと思います。清宮会長からバトンを受け継ぎま
した。

・今年度RIテーマ
「奉仕しよう。みんなの人生を豊かにするために。
（Serve	to	Change	Lives）」
　シュカール・メータRI会長
2750地区スローガン
「奉仕の心でつながろう　地域と世界と」
　三浦眞一2750地区ガバナー


