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東京丸の内ロータリークラブ 

 

第４３回 例会議事録 

 

 クラブ・フォーラム 

 

２０２０年１月８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      古山真紀子会員 

◆ 開会点鐘      尾崎由比子会長 

◆ 唱和「四つのテスト」玉木仁会員＊ 

 ＊コンパートメント・ルームは歌禁止のため 

◆ ゲスト･ビジター紹介 古山真紀子会員 

◆ ニコニコ報告    古山真紀子会員 

 古山真紀子会員「明けましておめでとうござい

ます！良い一年にしましょう！」 

 

② 出席報告 今井会員 

会員数 8 名 ゲスト 0 名 

出席数 6 名 ビジター 0 名 

欠席数 2 名 出席率 75％ 

 

◆ １月 お誕生日お祝い 

・ 古山真紀子会計、尾崎由比子会長 

 

 

③ 会長報告   尾崎会長 

・ 新年あけましておめでとうございます。今年度

後期から会長を務めます尾崎です。よろしくお願

いします。今年度前半にはいろいろと混乱があり、

丸の内 RC が殺伐とした雰囲気になってしまいま

した。皆様がロータリークラブにご入会下さった

のは、奉仕活動などを通じて世の中の為に何か良

いことが出来る、それによってご自分も癒される

ためだと思います。ですから、日ごろお仕事で辛い

ことがあっても、ここではみんな仲良く、マイナス

言葉禁止でやっていけたらと思います。 

 

・ そして、「四つのテスト」の唱和についてです

が、このお部屋（コンパートメントルーム）では歌

が禁止されていることに加え、前期の反省点とし

て、この「四つのテスト」にありますように、自分

本位ではない行動を心掛けることが大切と思い知

らされましたので、しばらくの間このお部屋を使

うときには皆で唱えたいと思います。 
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・ 空席になりました理事について、先ほどの理事

会で承認が取れましたので、お知らせします。 

会長： 尾崎 由比子 

幹事： 嘉納 英樹（兼 会長エレクト） 

専任副会長： 玉木 仁 

副幹事： 今井 菜美子 

（理事会議決権なし・オブザーバー出席） 

 

・ 会長として皆様に申し上げたいのは、出来たば

かりの丸の内 RC が初年度から完璧に出来る訳が

ないということです。トライアンドエラーを繰り

返しながら５年計画くらいでしっかりとしたクラ

ブに成長出来ればと思います。ですから、至らない

点も多々ありますが、それを誰のせいとかにせず

に、みんなで知恵を出し合って、全体として成長さ

せて行けたらと願っております。 

④ クラブ・フォーラム 

⑴ 年次総会の選挙が無効になった経緯について 

・・・事務局桑原より説明 

 12 月 26 日の年次総会における来年度理事・役

員選挙では、会員１７名のうち、事務局手持ちの票

が５票、久保田佳代幹事の手持ち票が１０票（うち

１票はメール投票のため無効票に）、棄権が２人で

あった。 

 

 年次総会の場で開票し、以下の通り発表された。 

指名委員会（6 名で構成）決定の候補者を 

 承認する  ５票 

 承認しない ９票 

 退会のため指名委員会決定に従う ０票 

 

選挙の過程でいくつか不自然な点があったため、

後日、幹事の手持ち票の中で「投票した」とされる

某会員に事情聴取を行った。すると、「自分は投票

していない。退会するので指名委員会の決定にお

任せしたいと思った。形としては棄権したつもり

だった。ましてや否認した覚えはない」という証言

が得られた。結果的に、幹事がその会員の名前を勝

手に使って、その会員の意思に反する投票をした

ことが判明した。これにより、この選挙全体の信憑

性が失われたため、無効とするに至った。 

 

⑵ 次年度やり直し選挙について 

やり直し選挙なので、同じ候補者について行う。

また、今回の不正工作が、投票用紙を預かることの

できる立場の幹事を通じて行われたということも

あり、投票は会員個々人が事務局に提出するとい

う形にしたい。本日例会出席者６人はこの場で、欠

席者は 15 日必着郵送にて投票し、16 日に開票の

上、皆様に結果をお知らせする。 

 

⑶ 今年度後期委員会について 

委員会担当表は添付の通り。 

来年度から地区としての委員会編成がよりコン

パクトに変更になる（職業奉仕委員会と米山委員

会がなくなる等）。今年度後期の委員会編成は、人

数が減ったこともあり、先取りした形で新編成の

通りとした。 

 

⑷ 委員会の役割について 

・ 職業奉仕委員会（鷲澤委員長）と米山奨学委員

会（古山委員長）は、今年度後期は残すこととする。 

・ クラブ奉仕委員会が来年度から「クラブ管理運

営委員会」となり、嘉納会長エレクトが委員長を務

めるが、担当範囲が広いため、小委員会を設置（親

睦友好〈藪口委員〉、プログラム〈古山委員〉、出席

〈臼杵委員〉、SAA〈藪口・今井・鷲澤委員〉）した。 

・ 会員増強委員会というのが大切。2580 地区は

現在 3,000 人。2750 地区の 5,000 人に大きく水を

あけられており、危機感を強めている。来年度は会

員数 4,000 人を目指し増強に力を入れていく予定
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だそうなので、その点意識しておいていただきた

い。 

・ 公共イメージ（旧広報）委員会（今井委員長）

については、従来は、あまりロータリーの名前を外

に出さない傾向だったが、今後は積極的にロータ

リーを外に向かってアピールしていこうと、180 度

方針転換したもの。丸の内 RC に関しては、今まで

通りの方針で良いと思う。ただし、クラブの顔であ

る公開用HPや公開用 Facebookページはこの半年

間全く更新されなかったため、全く活動していな

いクラブのようであった。今後は適宜更新して、必

要な情報を提示していきたいと思う。なお、HP の

閲覧数は月あたり約 100 名であった。 

・ 奉仕プロジェクト委員会（藪口委員長）とは、

これまでの奉仕関係委員会がまとまったもの。人

数が多いクラブは小委員会を作って対応すること

になる。ただし、丸の内 RC に関しては、この半年

間はあまり大きな活動は出来ず、来年度に向けて

の準備や、すでに補助金を申請済みのプロジェク

トへの対応に終始することとなると思う。後者に

ついては、ロータリー財団委員長の玉木会員にも

フォローをお願いしたい。 

・ 米山奨学委員会（古山委員長）については、奨

学生を受け入れて欲しいという話が地区から来て

いる。これは今の丸の内 RC では無理なのでお断り

するが、近い将来お断りできない状況が来るとい

う心づもりでいて頂きたい。 

・ このような少人数のクラブになったので、委員

会の担当にこだわらずに皆で助け合い、情報を共

有することで皆さんのロータリアンとしての知識

の底上げも図って欲しいと思う。 

 

⑸ 例会の準備・受付・進行・片付け 

 複数のロータリアンからご指摘いただいている

が、例会の準備・受付を事務局に任せるのはよろし

くない。SAA にはぜひその点お願いしたい。 

 

⑹ Guest Welcome Day ゲスト招待について 

 次回 1月 22日例会はゲストウエルカムデーを予

定している。お招きするゲストの人数が多い方が

よいと思うので、是非ともご自身のお知り合いを

ご招待頂きたい。必ずしも具体的に入会を考えて

いる方でなくてもよいが、この場でご自分のビジ

ネスの宣伝をしようという目的の方はご遠慮願い

たい。 

 

⑺ 3 月 4 日、4 月 22 日卓話者募集について 

現在 1 月 22 日例会（女性生活アナリスト 山本

貴代様）と２月 19 日例会（赤十字国際委員会 真

壁仁美様）の外部卓話者が決定している。 

３月４日と４月 22 日の卓話者について、お心当

たりのある方はぜひ早急にお申し出頂きたい。 

 

⑻ 今後の議事録について 

・ 理事会の議事録： 理事会のアジェンダと決議

内容が一体型となった用紙に、幹事が理事会の場

で作成（手書き）し、出席者の承認を得た上で公開

する。 

・ 例会の議事録： 幹事の責任のもと事務局が作

成して、理事がチエックする。 

・ 議事録は決定内容の確認や、次の議事内容を判

断するために本来あるべきなので、「誰がこう言っ

た」と、吊るし上げるためのものでは断じてない。 

・ 理事会・例会議事録ともに、ホームページの会

員専用ログインページへの掲載を予定。 

 

⑼ SNS の活用について 

・ これまでの丸の内 RC 内の不和の原因を探る

と、クラブ内で小規模の SNS グループが作られ、

その中のやりとりが過激化したことが挙げられる。 

これについての意見交換が行われた。 

 ・SNS を禁止することはもはや不可能である。 

・新規入会の会員にそのようなトラブルを避け

るような研修をすべき。 

・「過去にこのような事例があったから気を付け

ましょう」でよいのではないか。 
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・「品位と節度をもったお付き合いにしましょう」

と言っておく。 

 

⑽ 親睦会・活動について 

 この半年の間に何らかの親睦会は開く予定。皆

さんの方から何かお誘い（「一緒に美術館に行きま

しょう」など）があれば、情報共有して頂きた 

い。 

早速、「次回１月 22 日例会後に初詣に行きまし

ょう」という提案があった（古山会員）。 

⑤ 今後の予定 古山会員 

 

 

＊ 閉会点鐘  尾崎会長 

  

以 上 

1月 22日 

第44回 例会 

Guest Welcome Day 

卓話 女の欲望ラボ代表 女性生活

アナリスト 山本貴代様   

2月 5日 

第45回 例会 

卓話（研修） 

研修サブリーダー 鈴木隆雄様 

（東京江東 RC） 

2月 11～13日 地区大会（沖縄） 

2月 19日 

第46回 例会 

卓話 赤十字国際委員会 

駐日事務所広報官 真壁仁美様 

3月 4日 

第47回 例会 

卓話 

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 

4月 8日 

第49回 例会 

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） 


