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親睦委員会 

【式次第】 12:00～13:00 

1．司会進行          光行 順子       会員 

2．開会点鐘          古山 真紀子   会長 

3．四つのテスト          寿原 裕美子   会員 

 

4．ロータリーソング         「奉仕の理想」 

5．新会員・ゲスト・ビジター紹介 吉田 秀樹    会員 

6． ニコニコ報告           尾崎 由比子   会員 

①古山会長  

皆様本日の後半は年次総会となります。色々と意見を出し

てくださいませ。 

 

②尾崎創立会長 

今月から 12月です。古山会長年度も半分経過しようとし

ています。来週は夜例会、みんなでますます盛り上げてま

いりましょう。 

 

 

7．会長挨拶             古山 真紀子   会長 

今日は年次総会が開催される。ニコニコにも記載させて頂

いたが、皆さんの意見を募ります。闊達なご意見、色々な

提案を出して下さい。お願い致します。 

 

 

8．米山奨学金授与        光行 順子     会員 

先週土曜日にローターアクト主催の水辺の美化活動（荒

川）に古山会長・張さんとともに参加してきた。多くの奨学

生が参加されており、張さんともおしゃべりができた。天気

にも恵まれ、荒川の景色も大変綺麗で充実した一日でし

た。 

 

月曜は練馬中央 RC主催の献血の呼び込みに古山会長

と一緒に参加した。大勢のローターアクトの参加もあり、他

のクラブメンバーとの交流も図れた。皆さんも是非機会が

あったらご参加下さい。 

 
 

9． 委員会活動報告        高橋 由珠    会員 

 

 

コロナ禍の中、親睦は行えない状態だったが、緊急事態も

ようやく明け、少し落ち着いている現状。今までできなかっ

た親睦を深めて行ければいいなと思っている。 

具体案として、 

① 密を避ける意味で、野外バーベキュー、屋上バーベキ

ュー。駅の側で負担のかからない場所で開催する。 

② ゆったりした個室やおしゃれな居酒屋レストラン等で

食事会。 

③ 米山梅吉記念館への訪問。 

④ 「新年パワースポット巡り」と題し、神田明神への参拝と  

その後、天ぷら・明神そば等、神田明神ちなんだ食事会。 

⑤ 3月のお花見。有名どころでは中目黒。他にも昼に屋

形船からのお花見も検討している。 

皆様からの希望も振るってお待ちしています。 

 
 

10． 幹事報告            鷲澤 充代    幹事 

① 米山カウンセラーが嘉納先生から光行さんに変更。 

光行さんには既に張さんの三者面談等にもご参加いただ

いている。今後も引き続きよろしくお願いします。 

② 難民支援（男性用の洋服冬物）が事務局より送付され

た。ご協力いただきありがとうございました。 

③ 3月で張さんのお世話期間が終わることも勘案して、

米山記念館訪問を開催予定。現在日程に関する回覧が

回っていると思うが、是非皆様ご参加ください。楽しみにし

ています。 

 
 

11．  年次総会    

 

 

 

① 2022～23年度 

 役員・理事候補者提案及び決議 
 

② 中間財務報告   （寿原会計） 

 

③ 後期取組に関する意見交換 

         議長：古山会長 

◇◆四つのテスト◆◇ 

言行はこれに照らしてから 

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 



古山会長： 

1 ヶ月ほど前、皆様に役員・理事候補者メンバーをお知ら

せしているが、その後本人及び皆様からの異議はなく、こ

の年次総会において 2022年-23年度の役員決定の承認

を行いたい。賛同の表明を皆様拍手でお願い致します。 

満場一致 

 

会長：吉田会員  幹事：光行会員  会計：寿原会計 

会長エレクト：藪口会員  前年度会長：古山会長 

よろしくお願い致します。 

 

次年度理事の皆様のご挨拶をお願いします。 

 

吉田会長エレクト： 

改めて来年度会長を務めさせていただく吉田です。よろし

くお願いします。個人でやる仕事をしてきたため、会長な

どというポジションを経験できるとは全く想像していなかっ

た。本当に驚いているが、このような状況を「チャンスに恵

まれた」・・と思っている。 

古山会長の活躍を見て、色々とサポートして頂かなくては

と感じている。よろしくお願いします。 

 

幹事の光行さんは入会間もないが、自分を一番サポートし

てくださる方と思っている。よろしくお願いします。マネージ

ャーのようにサポートして頂けるとありがたい。 

 

会計は寿原さんに引き続きお願いした。丸の内は人数が

10人、今後コロナも収束し会員数を増やすべき新たなス

テージを迎える。財政には慎重に取り組む必要があると感

じていることから、寿原さんに引き続きお願いをした。 

よろしくお願い致します。 

 

本日は欠席だが、藪口さんにはお忙しい中お引き受け願

った。出席が出来ないということを理由に理事の引き受け

に対する返事が長引いていた。周りのサポートを前提に、

次年度の会長職を受けていただいた。皆様のご協力をよ

ろしくお願いします。 

 

これから来年の 7月 8月の取り組みに関しては具体的に

考えていく。一つお願いがある。メインとなる奉仕活動、継

続的に丸の内を象徴するような取り組み行っていける丸の

内らしい奉仕活動に関するアイデアを募りたい。 

 

光行次年度幹事： 

このたび幹事を拝命し大変光栄に思っている。責任の重

大さを痛感している。微力ではあるが吉田会長を全面的

にサポートさせていただく。今ジムに通い足腰も鍛えてい

る。米山カウンセラーも今回新たに受けさせていただい

た。張さんをお世話する期間もあと 3 ヶ月。最善を尽くして

努めてまいります。皆様ご協力お願いします。ありがとうご

ざいます。 

 

寿原次年度会計： 

来年度も今年に引き続き会計をすることになった。会計報

告は後付の裏方の役目ではあるが、頑張っていきたい。

職業知識を生かすことができ、嬉しく思っている。どうぞよ

ろしくお願いします。 

 

古山会長： 

ありがとうございました。一番重要な役員決定がされまし

た。皆様よろしくお願いいたします。 

引き続き、今年度上半期の会計報告を寿原会計からお願

いいたします。 

 

寿原会計： 

参考資料をお手元にお配りさせていただきましたので、お

目通しください。 

7月から 10月までの 4 ヶ月間の実績を集計してある資料

となるが、現在 10万円近くの赤字になっている。 

右側記載の表が当初の今年度の予算計画となっている。 

 

2枚目の資料が今の財政状態を表している。10月末現在

でキャッシュが 120万ほど。11月末の数字の反映では

107万円程。現在貯金を取り崩している状況となってい

る。2名の新入会員が予定されているが、40万円の入会

金は非常に貴重。今後入会者をより増加させることで入会

金を増やしていくことが必要となる。 

 

古山会長： 

寿原会計より会員増強が重要とのお話があったが、 昨日

Facebook において会員に向けて、新会員候補者の 1週

間の承認期間の告知がアップされている。 

1週間の期間内で異議があればご連絡ください。 

今月中に面談をもう 1名行い、入会手続きを踏み、会員

の皆様の異議がなければ 1 月から入会の運びとなる。こ

のような調子で会員数を増やしていけたらと思う。よろしく

お願いします。 

 

会計の件で、ポリオの寄付金について。従来は年会費の

中から＄30払っているが、今年は若林ガバナーが非常に

ポリオ撲滅に対して力を入れている為、＄50 を任意では

あるが、追加上乗せで支払う案を以前お話した。それ以降

皆様から異議がなかった為、12月徴収分の年会費（半期

分）に上乗せして請求させていただくこととする。さらに地

区大会の参加費用も加算させて徴収させて頂く。ご協力よ

ろしくお願いします。 
 

高橋会員から親睦に関して素敵なアイデアが出ていた。 

米山梅吉記念館へ訪問する件は良い日帰りコースになる

のではないか。張さんとの思い出作りにもしたい。皆さんに

回覧で記載頂いた希望日程を勘案し、候補日を決定した

い。交通手段は新幹線。三島駅からはタクシーで移動。昼

にうなぎを食す予定。 

神田明神の参拝等も実現していきたい。 

 

12月 16日紀尾井町ロータリークラブを訪問する。ホーム

ページに丸の内の動画を紹介して下さったお礼も兼ねて

ご挨拶に行く。現在参加予定者は光行さん。ぜひご一緒

しましょう。 

 

年明けのスケジュール予定表をご覧下さい。現在決まって

いる日程は 4月 6日の合同例会（東京ＲC訪問）。それ以

外卓話者は具体的に決まっていない。候補者としてご紹

介しているのは現在 6名。 

これから皆さんに取り組みに関してご意見を出していただ

きたい。 

出していただいた意見をすぐに具体化することはできない

かもしれないが、是非ご意見をお聞かせください。 

 

尾崎創立会長： 

ガバナー補佐研修においてこれからのロータリーの体制

について聞いている。ローターアクト・インターアクトクラブ・



衛星クラブを強化していく方向性。ローターアクトは今まで

は 30歳未満であったが年齢制限を解除する。インターア

クトは学生。丸の内 RCにとって最も関連性が高いと思わ

れるのは衛星クラブ。衛生クラブは本クラブになるための

前段階で、最終的に一つのクラブになるという目的があっ

たが、それが撤廃となり今後は衛星クラブのまま存続する

こととなる。 

以前、サポーター制度を作るという話があったが、今後は

子供の手が離れた主婦・丸の内の会社員の方々の中から

奉仕活動・お手伝いしてくださる人を集めて衛星クラブを

作ることが可能となる。丸の内 RCが親クラブの位置づけと

なる。古山会長の年度から少しずつ声掛けをしてもいいか

と思っている。 

 

新会員承認の際の一週間という猶予期間は、自身の職業

とカテゴリーがかぶっている場合は異議を唱えていただく

期間となっているが、それ以外皆様のネットワークを生かし

て、その方のひととなりの確認期間でもある。 一件でも異

議が出たら理事会で再検討する。例え反論が生じても再

度理事会で承認が取れれば入会となる。趣旨をご理解い

ただいた上でご判断下さい。 

 

卓話の方は何人か推薦させて頂いている。 

卓話者として参加後、会員になる方もいらっしゃる。 

ゲストとしては敬遠しても卓話者として呼ばれる場合には

参加される方もいる。 

そのような形でお呼びしてから会員に導くことも可能。 

是非、卓話候補者となり得そうな方にお声がけください。 

 

高橋会員： 

他のクラブ、先日御茶ノ水ロータリークラブを初めて訪問し

メンバーが多く活気があった。予算のことは今初めて知っ

たが、会員増強を活性化させる必要があることを実感し

た。丸の内は現役世代という特性を生かし、世界につなが

れる可能性があることを若い層の方々にも伝えていくこと

でメンバー拡充を図っていければと思う。 

奉仕活動は具体的に何をすればよいかわからないが、い

ろいろな取り組みが様々なロータリークラブで開催されて

いる。そこに参加することで個人では取り組めない活動に

直接参加できるというロータリーならではの仕組みを伝え

ていく。 

卓話者の方のお話を聞くことで意識が、目を向ける先が変

わってくる。その点も伝えながら会員を増やしていけたらと

思う。 

 

吉田会員： 

先日卓話に来ていただいたボルネオの青木さんに対し、

個人的に興味があったためコンタクトを取った。自分は映

像や写真が仕事の為、森林伐採の告知に関する協力が

できないか、話をしてこようと思っている。今回後輩に話し

たところ、森林伐採の環境保全に関し興味を持っている者

もおり、一緒にやりたいとの意見があり、その後押しもあっ 

 

 

 

 

 

 

 

 

た。現地のロータリークラブとの交流を通じグローバル補

助金の対象としても可能性を考えていきたい。  

RLIの勉強会で補助金システムに関して勉強してきた。 

地区補助金も海外に使えるということも学んだ。 

地区補助金に関しては締め切りも近いが、皆さんと別途ア

イデアを詰めて取り組みたい。 

ボルネオの件は今後何か進展したら、皆さんに報告させ

ていただく。 

 

張さんへのプレゼントを作成するのはどうか。 

エレクトの会で、他のクラブは規模が大きく人脈も豊富な

為、現役世代ばかりでなく幅広い横のつながりを使って奨

学生支援をクラブ独自として個別に取り組んでいる様子を

聞いている。 

張さん自身のプロフィール写真を撮ってあげる事を考えて

いるが、今後相談させて頂きたい。 

 

寿原会員： 

自分自身の課題として他のクラブの状況を知らなければと

思っている。メイクアップを通じてどのように活性化が出来

るかを学んでいきたい。メイクアップ皆さんと一緒に行きた

い。よろしくお願い致します。 

 

鷲澤幹事： 

いろいろ具体的に考えてくださって心強い。ありがとうござ

います。 

協力体制で取り組ませて頂く。 

 

 

12． 今後の予定           古山 真紀子 会長  

皆様いろいろな発案ありがとうございました。 

次回は夜例会となります。お酒の飲み放題も用意していま

すので、楽しんでください。 

来年度、理事には入らないが尾崎会員がガバナー補佐と

いう重責を担うことになる。皆さん応援の拍手をお願いしま

す。 

一同盛大な拍手 

 

13．閉会点鐘         古山 真紀子 会長 

 

14. 写真撮影 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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： 古山真紀子  幹 事：鷲澤充代 

12月 15日 

第 90回例会 

 

夜例会 18：30開場 

      19：00～21：00 開催 

卓話：看護師（フリーランス） 

中條 ゆり 様 

1月 5日 

第 91回例会 

通常例会 

1月 19日 

第 92回例会 

通常例会 


