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タリーのことをもっと知ろうということで、本日の卓話
は、ロータリー情報委員会の担当で、「ロータリーを知
ろう！クイズ大会」を開催することになっております。み
なさま、お楽しみにしてください。

ロータリーソング（ソングリーダー山田会員）
　「君が代」「奉仕の理想」

卓話者・ゲスト発表（圓井SAA委員）
　対面例会およびオンライン例会にようこそご参加下さ
いました。
　本日のゲストは3名です。
・東京西ロータリークラブ	 村田　龍二　様
・東京中央ロータリークラブ	 小高　愛二郎　様
・山下会長ゲスト	 Mayu	J	Kadoishi　様

東京中央ロータリークラブ 小高会長  
ごあいさつ
　先だっては20周年おめで
とうございます。20年前は
東京中央で親睦委員長を仰
せつかり、当時は加来氏が
ガバナーを務められ、地区
大会は東京築地さんがホス
ト、私どもがコホストとして
相当な人数がかりだされまし
た。その年にこのクラブが
設立され、その年は親睦委員長、地区大会、設立の
お手伝いをさせていただき、あんなに真面目にロータ
リアンを務めたのは初めてでした。
　当時女性会員に関して当クラブ内でもアンケート調査
をしましたが、ロータリアンとして女性を受け入れるか
については8割以上の方がOK。当クラブで女性を受
け入れるかというと8割くらいの方が反対でした。そこ
で当時の本橋さんが意を決して女性を中心としたクラ
ブを作ろうということでこちらのクラブの設立に関わる
こととなりました。
　今年はRIの委員長が女性で、地区でも女性会員を
受け入れましょうという活動が活発なようで、何かにつ
けて「おたくはどうされるんですか」と聞かれます。ア
ンケートをしたのですが、その結果を受け幹事ともど
も悩んでおります。
　本年あと5ヶ月ですが、どうぞよろしくお願い申し上
げます。

開始（安原SAA委員長/司会担当）
　定刻となりましたのでこれより第873回例会を開催致
します。
　本日の例会の模様は当クラブのHPの記録のため録
画致しますので、ご参加の皆様は、予め個人情報の
許諾をお願い致します。

山下江会長　点鐘挨拶
　ロータリーで２月と言えば、何を思い浮かべますか。
２月23日はロータリークラブの創立記念日です。1905
年２月23日、ロータリーの創始者・ポール・ハリスが、
友人3人と最初に会合を持ちました。会合は職場で行
われ、会合が職場を回るのでロータリーと言う名がつ
きました。
　その日はまた「世界理解と平和の日」（World	
Understanding	and	Peace	Day）として遵守されます。
この日、各クラブは、国際理解、友情、平和へのロー
タリーの献身を特に認め、強調しなければならないと
されています。国際ロータリーは、この２月23日に始ま
る1週間を「世界理解と平和週間」と呼び、ロータリー
の奉仕活動を強調すると指定しています。
　こういうことからと思いますが、２月は「平和構築と
紛争予防月間」とされています。昨年２月24日、創立
記念日の翌日に、ロシアのプーチンによるウクライナ侵
略戦争が開始されたというのはとても悲しいできごとで
す。
　今日は東京中央ロータリークラブの小高会長に来て
いただいておりますが、当クラブは、東京中央ロータリー
クラブとともに、ウクライナバレリーナ・エリザベータさ
んの日本でのバレー教室「ダンス・フォー・ピース」支
援を行い、会員のみなさんにも多大な協力をいただきま
した。ありがとうございました。
　２７5０地区では、ウクライナを舞台にした「ひまわり」
の上映活動を行い、また、ウクライナ難民支援として、
難民を収容できる簡易ハウスも建設のプランを進めて
います。ウクライナに一刻も早く、平和が訪れることを
お祈りします。
　さて、話を元に戻しまして、このように２月は、ロー
タリーにとって、とても記念すべき月です。そこで、ロー
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出席＋接続会員数26名＋メーキャップ4名
（正会員57名-休会8名）

出席率 61.22%



ロータリー情報委員会主催  
「ロータリーを知ろう! クイズ大会」（小堀会員）

国際ロータリー全般
○	 1．ロータリーの創設は、1905年である。
×	 ２．ロータリーの創始者のポール・ハリスは医者で

ある。
	 	 →ポール・ハリスは弁護士
×	 3．ロータリー初のクラブ例会はニューヨークで行

われた。
	 	 →例会が行われたのはシカゴ
×	 4．全世界のロータリアン総数は160万人である。
	 	 →ロータリアン総数は122万人
○	 5．日本のロータリアン総数は8万3千人である。
×	 6．日本のクラブ数は約1,400クラブである。
	 	 →34地区2230クラブ
×	 ７．日本の初クラブである東京ロータリークラブは、

世界で395番目のクラブである。
	 	 →東京ロータリークラブは世界で855番目のク

ラブ
×	 8．5大奉仕とは、「クラブ奉仕、職業奉仕、社会

奉仕、国際奉仕、地域奉仕」である。
	 	 →最後が青少年奉仕
○	 9．1000ドルをロータリー財団へ寄付したら、ポー

ル・ハリス・フェローになれる。
○	10．本年度のRI会長は、ジェニファー・ジョーンズ

氏でありRI初の女性会長である。

2月のハッピーバースデー
　12日　鈴木隆志	会員
　25日　時枝紀子	会員

山下会長：1月生まれが10名で最大勢力なのに対し、
２月は２名と少ない月。ネットによると、２月生まれ
の方は明るく陽気な性格。考えるより行動するタイプ。
常にポジティブ思考で前に進んでいくでしょう。自
分の直感を信じてチャレンジし、想像力豊かとあり
ます。おめでとうございます。

バナー交換の報告（圓井会員）
　会社の講演で宇都宮北ロータリークラブにメー
キャップをし、バナーをいただいてまいりました。

地域社会奉仕委員会報告（水野会員）
　今週金曜日に銀座新ロータリークラブとの植樹式が
あります。例会には山下会長、福元幹事、水野が参加。
　植樹式には目標10名に対して12名の参加を予定し
ております。ぜひご参加ください。

幹事報告（福元智子幹事）
・	本日は例会の後２月度の理事会があります。理事の
方はご参加ください。

・ 	先週金曜日に事務局より1月度の理事会議事録が届
いていると思います。決議事項、報告事項ご確認の
上、ご質問等は会長、幹事まで。

・	２月に地区大会が開催されます。1年に一度、第
２７5０地区の全会員が集まる会です。すでに全会
員分参加費お支払い済み。さまざまなクラブの事や
全体が進んでいる方向性などが分かりやすく構成さ
れていますのでぜひご参加ください。

（歓談の時間にはオンライン参加の方もオンラインでの
歓談を楽しまれました）

小高愛二郎会長	 本年も宜しくお願いします。

中里妃沙子副会長	 いつも、何がなくてもニコニコです。
福 元 智 子 幹 事	 先日はお誕生日のお祝いをありがとうござい

ました。小堀さんのクイズ大会楽しみです！
大 盛 敬 子 会 員	 本日の例会は欠席ですが、今後の例会

も仕事の都合で暫くお休みが続くかと思い
ます、残念なのでニコニコ致します。

かづきれいこ会員	 ご無沙汰をしております。コロナもだいぶ
落ち着いてきましたね。皆様にお会いでき
る日を楽しみにしております。

小 堀 彰 会 員	 今年はじめての例会出席になります。ザ
ンゲ！	ニコニコします。

野 呂 洋 子 会 員	 ララちゃんが3月に来るようです。又、例
会にお誘いいたします。

（東京中央ロータリークラブ）

にこにこ合計27,000円



○	11．本年度のRIテーマは「イマジンロータリー」	
「ロータリーを深めよう」である。

○	12．ロータリー財団の７つの重点分野は、「平和構
築と紛争予防、疾病予防と治療、水と衛生、
母子の健康、基本的教育と識字率向上、地域
社会の経済発展、環境」である。

×	13．ローターアクト会員の年齢は、18~28歳である。
	 	 →18歳〜30歳
○	 14．ロータリーという名がついたのは、会員の職場

を順番に提供して会合をもったからである。
×	15．ロータリー財団はポール・ハリス氏が設立した。
	 	 →設立したのはアーチ・フランク
○	16．ロータリーは、一度退会しても再度入会できる。
×	17．「4つのテスト」は【1．真実かどうか２．みんなに

公平か3．好意と融和を深めるか4．みんなのた
めになるかどうか】である。

	 	 →3は好意と友情を深めるか

2750地区関係
×	18．2750地区は東京全域が対象である。
	 	 →東京南部とグラム、ミクロネシア、パラオ。

北部は2580地区。
×	19．2750地区には100を超えるクラブがある。
	 	 →98クラブ
×	20．2750地区は日本国内の地区の中で最大の会員

数である。
	 	 →最大は2760地区（愛知）で4,600人
×	 21．本年度の地区大会は、3月20日にグランドプリ

ンスホテル新高輪で開催される。
	 	 →２月20日〜21日
○	 22．本年度の地区大会の講師は、原晋氏である。

銀座・日本橋グループ関係
○	23．グループに所属しているクラブは13ある。
○	24．我がクラブのスポンサークラブは東京中央RC。

東京中央RCのスポンサークラブは、東京築地
RCである。

ロータリー用語関係他
×	25．日本で初めてRC（東京RC）を創立した米山

梅吉の寄付金を募る「米山月間」は11月である。
	 	 →10月。この時期に米山奨学事業の寄附を募

る事が多い
○	26．インターアクト・クラブに入会できるのは、年齢

12歳から（日本では高校に在学中の生徒）18
歳までの若い人である。

×	27．世界ポリオデーは9月24日である。
	 	 →10月24日
×	 28．世界中どこのクラブでも例会時間は1時間と決

められている。
	 	 →決められていない

×	29．新クラブ結成の際、創立会員は最低10名必要
である。

	 	 →最低20名必要
×	30．アジアにおいて最初にRCが設立されたのは日

本の東京RCである。
	 	 →フィリピンのマニラRCが最初
○	31．東洋人で最初にIR会長に就任したのは、インド

の人である。
○	32．RYLA（ライラ）とは、14歳~30歳までの青少

年指導者養成プログラムである。
〇	33．日本からIRの会長になったのは3名である。
○	34．日本のロータリアンは世界で２番目に多い。
×	35．本年度国際大会はメルボルンで開催されます

が、2024年度はカナダのカルガリーで開催され
る。

	 	 →開催されるのはシンガポール
×	36．ロータリーの友は毎月15万部発行されている。
	 	 →発行部数は9万部

中央新RCについて
×	37．2022年4月に開催された設立20周年記念の

テーマは、「和とチャレンジで未来を創る」であ
る。

	 	 →「愛とチャレンジで未来を創る」
○	38．10年以上続いている奉仕活動は、「東京育成

園サマーキャンプ」「画廊めぐり」「アニメ上映会」
である。

×	39．我がクラブは2001年７月に創立した創立総会時
のメンバーは23名であった。

	 	 →28名であった
×	40．3月には第28回ゴルフ会<うさぎの会>が開催

される。
	 	 →ゴルフ会の名前は＜ひよこの会＞
×	41．本年度新たに取り組んでいる奉仕活動は「中央

区花壇プロジェクト」「キープスマイリング」「パ
キスタン貧困女子支援」である。

	 	 →パキスタンではなくインド貧困女子支援
○	42．山下会長の本年度のテーマは、「せっかく入っ

たのだから、ロータリーを　大いに楽しもう」
である。

×	43．創立から今日まで当クラブに入会された方（退
会者を含む）は200名を超える。

	 	 →入会された方は189名
×	 44．2750地区の中で中央新RCの会員数は、多い

方から40番目である。（2022年12月末現在）
	 	 →	98クラブ中23番目に多い。1番は東京日本

橋RCの195名。
○	 45．我がクラブの女性会員の占める割合は70%以

上である。
×	46．我がクラブの女性会員数は2750地区で1番多

い。



後期週報原稿分担委員
宮下文夫・芝伸子・山田桂子・西村美寿穂
（協力委員）野呂洋子・水野珠貴・杉原由佳子

	 	 →恵比寿RCが一番多くて45名
×	 47．昨年4月に20周年記念式典を帝国ホテルにて

開催しましたが、10周年記念式典も帝国ホテル
で開催した。

	 	 →	10周年記念式典はマンダリンオリエンタル東
京で開催された

○	48．我がクラブで幹事を一番多く経験された方は、
石原忠始会員である。

○	49．我がクラブで２年会長をされた方は、故坂口美
代子さんである。

×	50．第一回サマーキャンプは北海道で行われた。
	 	 →	第一回サマーキャンプは鹿児島大隅町で行わ

れた

（要約文責　山田桂子）


