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東京丸の内ロータリークラブ 

 

第４７回 例会議事録 

 

クラブ協議会 

 

２０２０年３月４日(水) 

 

会場 センチュリーコート丸の内 

    コンパートメント・ルーム 

① プログラム 

◆ 司会進行   古山真紀子 会長ノミニー 

◆ 開会点鐘   尾崎由比子 会長 

◆ ４つのテスト 玉木仁 専任副会長 

◆ ゲスト･ビジター紹介 玉木仁専任副会長 

◆ ニコニコ報告  鷲澤充代 会員 

 ・古山真紀子会長ノミニー 

 

② 会長報告   尾崎会長 

・新型コロナウィルス感染の影響による例会内容

の変更について 

皆様今日はお集まりいただいてありがとうござ

います。新型コロナウィルス感染拡大の影響で、ほ

とんどの催しがキャンセルされている中、私共の

例会も中止しようかと思っていましたところ、皆

様の方から「開催しましょう」という強いお声があ

がり、開催することといたしました。大変嬉しく思

っております。今日は配席を互い違いにして、感染

のないように配慮いたしました。他クラブの一部

からは、３月中例会中止のお知らせが届いていま

す。ロータリークラブの定款によりますと、月２回

は例会を開催するようにということです。ただ、今

回は緊急事態ですので、地区の方から、例会開催に

ついては各クラブ理事会で判断してくださいとの

ご連絡がありました。このような事態になります

と、例会変更につきまして、幹事名で少なくとも中

央分区のクラブにはお知らせするしきたりになっ

ています。今回私共からも卓話は中止、クラブ協議

会なのでメークアップはお受けできませんとの発

信をしています。このような手続きがありますこ

とを、一応皆様にご承知おきいただきたいと思い

ます。 

③ 幹事報告 嘉納幹事 

１ 地区行事の延期について 

３月１８日予定の PETSは 4 月 21 日の午前中に

延期になりました。午後は地区研修協議会です。そ

の他さまざまな地区行事が延期になっています。 

 

２ 地区補助金プロジェクト「知的障害者サッカ

ー教室」の延期について 

「知的障がい者サッカー教室」用サッカーボー

ルに東京丸の内ロータリークラブのロゴを入れる

べく業者に発注し、完成したとの情報を得ていま

す。完成したボールがどうなったのかについては

まだ知らされていない時点で、新型コロナウィル

スの影響からこの催しが延期になったことを知り

ました（開催日は未定）。今後どのようになるかは、

これから話し合う予定です。 
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④ 出席報告 鷲澤会員 

会員数 8 名 ゲスト 0 名 

出席数 5 名 ビジター 0 名 

欠席数 3 名 出席率 62.5％ 

 

 

 ⑤クラブ協議会 

  司会：嘉納英樹幹事兼会長エレクト 

１ 地区補助金プロジェクト「障がい者サッカー

教室」へのサッカーボール寄付について 

・奉仕活動であるので、予定されていたサッカー教

室開催変更の結果、「贈呈式すらせずにボールを渡

すだけ」になるのは望ましくない。 

・丸の内 RC のロゴが印刷されたボールを確認す

る必要があるので、現物の写真を送ってもらうよ

うにする。 

・ボール３０個は現在渡邉元会員の下にある。もし

このままサッカー教室が開催されない場合は、古

山会員が保管してくださるとお申し出頂いた。 

・今回の延期の原因が新型コロナウィルス感染と

いう不測の事態なので、イベント延期については

地区も理解を示してくださると思う。その際は、場

当たり的対応ではなく、きちんと計画をし直す必

要がある。 

・今回は、プロジェクトの責任者である渡邉元会員

が退会してしまったという異常事態。しかも３月

開催予定が２月末に変更になり、急ぐ必要があっ

たため、元会員にボールの業者の選定から発注ま

でをお任せすることになってしまった。今後はこ

のようなケースの再発を防ぐ必要がある。 

 

２ メークアップの連絡方法について 

・クラブ同士のお付き合いの関係もあるので、会員

が他クラブの例会に出席した場合（メークアップ

を含む）、自分のクラブに報告する必要がある。 

・Facebook グループページにメークアップ報告用

のホルダーを作ることにする。 

 

３ 名札について 

・若林ガバナー補佐から、名札に黒と白の区別があ

る（黒は創立会員）のはいかがなものか、同じにす

べきではないか、とのお話があったので、ここで検

討したい。 

・そもそもは、2017 年７月からかなりの時間と労

力を要してクラブが創立された訳だが、この海の

物とも山の物ともわからない、まだ立ち上がって

もいないクラブの創立会員となってくれた 21人の

方々へ、ささやかながら敬意を表したいというの

が、名札の色を違えた経緯である。これは、創立会

長ではない会員からの提案であった。 

【以下意見交換】 

・今後、「これは差別だ」としてとても拘る会員が

また現れるかもわからない。そして、８人に減って

再スタートとなった現在の会員が新たな創立会員

ともいえる状況である。そこで、名札を全部黒で統

一して、例えば小さなラインストーンを貼って区

別するなどしても良いかと思う。 

・創立会員のご苦労が丸の内 RC の礎になってい

るのだから、創立会員は黒、自分を含むそれ以外の

会員は白という区別を残した方がいいと思う。 

・「差別だ」というような面倒な意見が、今後も出

るおそれがあるので、統一すべきである。この程度

のことで揉めたくない、という気持ちである。 

・会員章は創立会員用のものがある。 

⇒ 多数決の結果、「黒で統一」となった 
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４ 会員増強について 

・紹介者を通じて入会させるシステムを採りなが

ら退会者がたくさん出てしまった。なので、今後は

紹介にこだわらずに、例えばある程度の組織の中

での公募、という形を考えたい。例えば丸の内エリ

アの中小企業の社長が集まるような組織に広告を

出すとか、従来のロータリークラブとは違う手法

をとってみてもよいのでは。 

・ホームページで大々的に募集するのは避けたい。

どこかに小さく「入会ご希望の方はこちらまで」と

連絡先事務局を明記する程度はよいかもしれない。 

・チャリティーイベントをやって、その参加者に告

知するのがいいと思う。 

・会員全員で増強に力を入れて欲しい。 

 

５ 地区行事等参加の際のクラブ会費からの補助

について 

・地区行事の参加について、役員や委員長としてほ

ぼ強制されている登録料は、クラブ会費から出費

ということでよいと思う。 

・関東以外の場合は交通費も補助する。あとはケー

ス・バイ・ケース。 

・お祝い事である周年行事の招待状が名指しで来

たら、会長・幹事は基本的に出席する。この場合は、

参加費（遠方の場合は交通費も）はクラブ負担で。 

・RLI については、地区から出席を求められたので、

今年度はクラブ負担とした。懇親会は自費で。 

 ＊丸の内 RC の懇親ツアーとして三島の米山記

念館訪問をしようという案が出た。 

 

6 メークアップの有効期間について 

・RI の新しい方針として、メークアップは１年間

まで有効ということになった。具体的には各クラ

ブに任されている。地区の多くのクラブは従来通

り２週間以内としている。丸の内はどうするか。 

⇒ 多数決の結果「メークアップ有効期間は 

欠席した例会の前後２か月。ただし、年度

内（6 月中）に収める」と決定。 

＊RI定款では、自クラブの出席率 30%が必要。 

 

７ 新型コロナウィルス感染拡大による例会予定

の臨時変更について 

・次回については、卓話者の小林ミナ先生からのお

返事を待ってから判断する。 

・寿原さんについては、３月入会とするが、3 月第

２例会はビジターフィーで参加し、年会費は 4 月

より納めて頂くことにする。 

・卓話なし場合は、クラブ協議会（細則について）。 

 

８ 来年度の例会予定と委員会担当 

・原則的に第一・第三水曜日に例会を開催。 

・2020 年７月と 2021 年６月のみ変則。7 月 22 日

は創立(2017.7.24)３周年の夜間例会とする可能性。 

 

◆ 閉会点鐘（尾崎会長） 

 今後の予定 

 以 上 

3月 18日 

第 48回 例会 

卓話 早稲田大学大学院 日本語教

育研究科 教授 小林ミナ様(予定) 

4月 8日 

第 49回 例会 

卓話 地区公共イメージ向上委員会 

委員長 中島弘人様（東京ワセダRC） 

4月 21日 PETS 地区研修協議会 

4月 22日 

第５０回 例会 

Guest Welcome Day 

卓話 ㈱図書館流通センター 取締役 

谷一文子様 （東京小石川 RC） 

5月 13日 

第 51回 例会 

卓話 地区青少年交換委員会 

委員長 藤本誠一様 

（東京東久留米 RC） 

5月 27日 

第 52回 例会 

卓話 地区クラブ奉仕委員会 

委員長 半場慎一様 

（東京新都心 RC） 


