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国際ロータリー第 2580地区 

 2021-22年度 若林 英博 ガバナー公式訪問 

【クラブ協議会  プログラム 

 1．オープニングムービー          （丸の内活動紹介） 

 2．開会点鐘・会長挨拶        会長       古山 真紀子 

・本日ご参加頂く皆様の紹介、2021-22年度ガバナー・東京麹町ロータリークラブ・若林英博様、ガバナー補佐・東京お茶の水ロー

タリークラブ・牛島聡様 地区副幹事・東京麹町ロータリークラブ・須藤仁様、分区幹事・東京御茶ノ水ロータリークラブ・青木隆幸様。

リモートながら皆さんをご招待できて光栄。当初、公式訪問をリモートで行うこと自体が失礼かと感じていたが、緊急事態宣言延長

により安全安心を確保することが出来て良かった。リモートを積極的に取り組まれた若林ガバナーだからこそ取り組めた成果。   

各担当者は演題で発表する為、移動の時間がかかるがご理解頂きたい。発表の後には若林ガバナーの卓話をお願いします。 

 

 3．ガバナー挨拶           ガバナー     若林 英博  様 

 ・おはようございます。私は一昨年の新本ガバナー時のガバナー補佐。丸の内も担当させて頂き、何回か寄せていただいた経緯

がある。本日は残念なことにリモートに変わったが、安心安全の為なので仕方がない。他のクラブにおいてもリモートで行なってきて

いる。その際、皆さんの笑顔がなく・理解できたか否か、反応が無いことが多く、違和感があった。zoomの際のエチケットとして、リア

クションを是非行なってほしい。これらは 30分の卓話の場合に特に感じる。私自身を盛り上げてください。ご協力をお願いします。

楽しく行いましょう。 

 

 ４．委員会運営について       会長            古山 真紀子 

・会長になる前は「親睦に力を入れたい」と思っていた。コロナの長期化を受けて、例会の外で集まるということ自体が現状困難な状

況。当クラブの喫緊の課題は会員増強。以前は会員増強という言葉を聞くとそれだけが目的のようで、マイナスのイメージを持って

いたが、会長となった今、「数はアイデアを生み、活気を生み、ロータリーの奉仕の精神を実現するための活動の原動力となる事」と

感じている。ただ増やすだけでは運営が困難になることも事実。新型コロナで入会をためらう方も多いと思われる。一番重要なのは

ロータリーに入ることで何を得られるか、どんな価値バリューを感じられるかを伝えること。ロータリーの奉仕の精神に共感してもらえ

る様に、ＳＮＳ等による情報発信・啓発・社会認識の向上に力を入れていきたい。そのための三本柱として、≪奉仕活動・公共活動・

親睦≫に取り組んでいく。人数が少ないからこそ取り組めることを、柔軟かつ機敏に考えていきたいと思っている。それらの考えの

理解のもと、委員会ごとに検討した内容をクラブでシェアして仕上げた事業計画。お聞きください。 

 

 5．事業計画の発表 

  五大目標    「世界で、日本で、地域で、良いことをしよう」 

① 新型コロナウィルスで困っている人々を支援しよう     高橋 由珠   奉仕プロジェクト委員 



・100 年前の 1918 年から 1920 年にスペイン風邪が流行し、世界中の 1/3が感染し 5000万人が死亡。終息までに 3 年かかった。

今回のコロナも同様に長期化の様相を呈し、収束が 2022年春ぐらいまで掛かると言われている。旅行業・航空業・飲食業・エンタメ

など様々な業界が影響を受けている現状を受け、丸の内ロータリーとして今年度取り組んだ支援は、7月セカンドハーベスト・ジャ

パンに段ボール 2箱分の食料支援を行なった。8月 4日の定例会では旅行業の岩田様にコロナ後の旅行業・観光業界に関して

の卓話を聞いた。今後、医療従事者を含む様々な分野で生じている風評被害や偏見・差別や誹謗中傷をなくす為の啓発運動とし

て「シトラスリボン」への取り組みを考えている。「シトラスリボン」は愛媛で始まったプロジェクトで全国的に広がっており、意識を変え

る大切な働きかけになる。2580地区全体で取り組めることができると嬉しい。コロナの収束後には地球環境問題・フードロス問題・プ

ラスチック問題などに取り組んでいく予定。 

 

② ポリオ根絶に向けて頑張ろう                 尾崎 由比子   地区ポリオプラス委員 

・世界ポリオ撲滅への道を切り開いたのが麹町ロータリークラブの山田会員・峰会員であり、今年度同クラブの若林ガバナーである

ことから、ポリオプラスの活動に関して学ぶのに良い機会だと捉えている。地区ポリオプラス委員会の卓話勉強会の実施、根絶への

経緯、なぜ根絶を果たさなければいけないのか、そのために今何をすべきなのか等、ロータリアンとして学ぶべき機会を作っていく。

10月 25日 2580 地区主催ポリオ根絶ワークショップへの参加の呼びかけを行う。10月 18日～24 日の 2750 地区主催トレインジャ

ックやイベントの案内等を随時していく。寄付に関しては知識を得る前から増額の約束はできないが、十分な情報提供がなされた

後、活動に賛同した方から追加寄付を募っていきたい。 

 

③ 元気なクラブになろう                       藪口 真太郎  職業奉仕委員長 

・現在当クラブは 10名で少人数、まだお互いのことをよく知らない。取組内容は３点①全員参加型 PR 動画を作成し会員を募集す

る。以前「コロナ禍の飲食マナ―５つの小」を作成、引き続き丸の内の良さを知ってもらうため動画を作成していく。②SDGsに関す

る勉強会を開催。様々な職業の方が集まっている為、それぞれの立場で考えディスカッションし、それを職場に持ち帰りそれぞれの

社員とまた共有し実行することにより、クラブの会員・会社ともにお互いにプラスになる。③丸の内クラブ自体の経験が浅いため、他

クラブとの交流を深め、その中で参考になるアイデアなどを得て取り組んでいく。他クラブの方の知識や取り組みを吸収し持ち帰り、

会員と共有し様々なことをやっていく。この様に全員参加で行なうことで一体感が生じ、例会に是非参加したいという気持ち作りを

行い、元気なクラブを形成していく。 

 

④ 会員増強・クラブ拡大をする覚悟を持とう          寿原 裕美子  会員増強委員長 

・当クラブは発足から年月が浅いため、会員増強には特に力を入れていきたい。既存会員新規会員も長期的に活動できるよう適度

な入会に取り組む。各委員会と連携しクラブ活動の充実を図り、活性化を行い退会防止も行っていく。クラブの外部へのイメージア

ップを図り会員増強を行う。ゲストウェルカムデーを年 4回実施。プログラム委員会と協力し卓話の人選を行う。通常例会でも参加

可能にしていく。目標の会員数は 15 名と 5名の新会員の増加。募集方法は現在既存の会員が知人に声をかけているが、公募に

も今後取り組んでいく。取り組みは公共イメージ委員会とともに実施する。具体的にはホームページの充実・チャリティーセミナーを

開催、我々の活動をホームページや SNS を通じ発信する。退会の防止にも努めていく為に親睦委員会とも協力していく。 

 
⑤ ロータリーの公共イメージをアップさせよう         吉田 秀樹     公共イメージ委員長  

                                               【尾崎創立会長 代読】 

・基本方針は、クラブ理念に基づく会員の奉仕活動を一般に発信することで、認知度と信頼度を上げる。奉仕プロジェクト・職業奉

仕委員会・増強委員会と連携し、充実した活動内容を対外的に発信していくサポートを行う。最重要視すべきことはホームページと 

SNS の有効活用。どのようなデバイスでもシンプルで見やすく、好感度の高いデザインと内容で、ページ構成を一新させることを目

指す。奉仕プロジェクト及び職業奉仕の活動内容の充実化、丸の内発足時の理念である「注目されにくいものに対し奉仕の目を向

けること」を通じ、会員の意見を尊重した当クラブらしい観点で取組を行っていく。対外的にタイムリーに発信する公開用フェースブ

ック・インスタグラム、丁寧に紹介するホームページ、これら双方を有効に活用する。職業奉仕の一環として参加団体、千代田区と

連携。必要な様々な社会問題を題材とし、チャリティーセミナーの開催も予定している。積極的な広報でセミナー参加者を募集、リ

アル開催でもオンラインでも寄付金を募るような仕組みづくりを行なう。丸の内エリアのコミュニティにアプローチし、交流を深めること



から始めていく。奉仕活動をわかりやすく受け入れやすく広報することで、注目度・関心度を高め会員増強に結びつけていく。  

ホームページにおいて既に掲載内容の見直し、フォントの統一性、画像差し替え、レイアウト等マイナーチェンジ修正を行っている。

今後、英語版の作成、国際的な発信も考えている。全面リニューアルに向け各委員会の活動の充実、ページ構成内容の強化を最

重要課題とする。各委員会の掲げた目標をクラブメンバー一丸となって実践する。ビジュアル化し活動を見える化、活気あるクラブ

としてのイメージ向上を目指しクラブをサポートしていく。 

 

 各委員会より           

① 職業奉仕委員会       藪口 真太郎    職業奉仕委員長 

・基本方針：標準ロータリークラブ定款第 5条第 2項をもとに職業奉仕の概念の理解を深め、クラブ活動と職業を通じて実践へとつ

なげるように努力していく。本年度のＲＩテーマ「奉仕しよう皆の人生を豊かにするために」に基づき地域社会とつながり職業を通じて

奉仕を実践することの大切さを検討していく。 

・活動計画：①委員による地区研修会への参加を通じ、会員への情報の共有化等の啓蒙活動を行う。②クラブメンバーの職業に関

して相互理解を深めるため、定期的なイニシエーションスピーチを開催。③丸の内という地の利、女性メンバーが多い特性を生かし、

メンバーによるワークライフバランスやキャリア向上等のセミナー開催を検討する。④クラブメンバーの専門知識を生かし、奉仕プロ

ジェクト委員会と連携しＳＤＧｓセミナーを開催する。⑤職業奉仕月間には、適切な講師を招聘し、職業奉仕の考え方を広く会員に

普及していく。これらを理事会の承認の上に進めていく。 

② 米山奨学委員会       今井 菜美子    米山奨学委員 

・基本方針：米山奨学制度に関する知識を深めるとともに、今年初めてお招きした米山奨学生の張夢竹さんからお話を聞く 

・活動計画：①張さんに卓話者として登壇いただく。2回の例会の他に親睦を深めていく。②米山関連セミナーに委員会メンバーが

中心に参加し、会員へフィードバックを行う。③米山奨学金の個人名義の追加寄付に関して、会員に向けて説明し追加寄付を呼び

かける。④感染症の収束後、米山梅吉記念館の訪問を検討。 

③ 親睦友好委員会       高橋 由珠     親睦友好委員長 

・基本方針：昨年度はリアルな親睦の場を持てなかったが、コロナ禍の孤立した生活の長期化により、なお一層会員間の親睦が求

められている。感染状況を考慮しつつ秋口まではオンライン中心の企画、以降はリアルでの親睦の機会を徐々に増やしていく。  

・活動計画：感染状況を鑑み 3つの時期で対応。①オンライン：飲み会・チャット②、丸の内エリア限定活動：美術館や展示会の訪

問。地元の話題スポット巡り。会員同士のプレゼント交換。③活動範囲の拡大：夜の食事会。開運パワースポット巡行。米山梅吉記

念館ツアー。友好クラブ軽井沢ＲＣへの訪問交流 

④ プログラム委員会       古山 真紀子   プログラム委員長 

・基本方針：年間の活動テーマを絞り、卓話者を選定し活動を行う。従来から私自身が関心のあった環境問題も柱の一つにしたい。

またコロナのような予想外な課題にも臨機応変に対応し、会員が関心を持つテーマにも応えていきたい。プログラムはロータリー独

自の価値の提供と繋がっている。会員が新しい世界を知ることで新しいネットワークの拡大が可能となる。会員増強・退会防止にも

努めていきたい。 

・活動計画：①月 2回例会の為に、可能な限りリアルでの例会を実施する。②会員同士の理解を深める様、イニシエーションスピー

チを開催。③ゲストウェルカムデーを 1年に 4回開催。④オープン例会にも参加表明。⑤ロータリーについての理解促進のために

ロータリー地区委員会の方に卓話を依頼。                                                      

オンラインは地区の活動を身近なものにしてくれる。今後も会員の学びに積極的に活用させていただきたい。 

⑤ 出席委員会          光行 順子     出席委員長 

・基本方針：安心して例会参加ができるよう、検温・消毒・テーブルの配置・マスクの着用、食事中の会話の制限を行い、感染対策

を徹底的に行う。月 2回の例会の為、会員同士のコミュニケーションを重視し、退会防止に努める。新会員へのオンライン出席、メ

ークアップシステムの理解を図る。おいしい食事とともに楽しくアットホームな会を演出していく。 



・活動計画：①幹事に業務が集中しないよう、出席管理の徹底をおこなう。②メークアップシステムのメリット等、経験者が具体的に

新会員に伝える。 

⑥ SAA委員会          今井 美菜子    SAA委員長 

・基本方針：例会が円滑に進行するよう、会長・幹事・事務局との事前準備に努める。月 2回例会の為、退会防止に向けて新会員

のフォローを行う。感染防止に努め、ゲスト・ビジターの方に快く参加していただける環境を整える。 

・活動計画：①会場の設営を SAA主導で行う。②会場と連携し、感染防止策の周知徹底を行う。③新会員をフォローし、疑問点の

解消に努める。④会長・幹事に負担が集中しないよう協力する。 

  

６．ガバナー卓話           ガバナー    若林 英博  様  

・発表ありがとうございました。古山会長から価値・バリューという言葉が出てきたことは素晴らしい。会長方針はビジョンとなり・単年

度制とはいうものの中長期的なクラブの姿を表すものとなる。 

毎月 1 日は月信を配信している。紙媒体から画像・ビデオに変更し、新たに発信している。会員のメンバーにより伝わるようにと新た

に取り組んでいる。 

丸の内の現在の会員数が 10名、ぜひ 15名に増強してほしい。ホームページも見せてもらった。ゲストウェルカムデーも積極的に

されている様子。入会の時期で条件を変えてしまうと良くない為、初志貫徹で行なうべき。知人を集めるという取り組みで頑張って

欲しい。 

 

 

五大目標への講評 

1：「新型コロナウィルスで困っている人々を支援しよう」 

ロータリークラブとして何ができるかを考える。公共団体・行政に対しての支援、 NPO に対しての支援、さらにこれらから漏れてしま

った方達を対象に支援を取り組んで行きたい。小回りが利くのがロータリークラブ。海外から来ている学生（帰省も出来ずバイトもな

く食料もない方々）に対して何かできないかと考えている。 

ホームページは地区も改造をした。社会奉仕の奉仕活動のボタンを作っている。問い合わせも多数届いている。地区のホームペー

ジ上に皆さんの活動を記載、皆さんの活動を横に広げていくのが地区の仕事。シトラスリボンも是非広げて行きたい。 

 

 

2：「ポリオ根絶に向けて頑張ろう」 

ポリオの根絶一人＄30 を＄80にあげる事に対し、色々なご批判をいただいているのは事実。これらは強制ではない。クラブが主体

であり、地区はアドバイスや後押しの役割を果たす。ポリオのワクチンは一本＄6。今ワクチン接種をやめると 20万人のアフガニスタ

ン・パキスタン・インドの子供達にすぐに発症すると言われている。ビルゲイツ財団はロータリーの寄付額の２倍額上乗せして寄付を

行うシステムになっている為、今回の＄50アップにより 1人当たりの寄付額相当額が 90＄⇒240＄になる。 

追加 の寄付の案、非常に良いと思う。 

 

 

3：「元気なクラブになろう」                                                                 

リアルタイムで開催できない。今できることを行うという趣旨で、ハイブリッドの例会を開催する。出来る人達が出来ない人を引き上げ

ることが必要。デジタルが出来なければアナログにおいても対応することが求められる。メーキャップとして他クラブとの交流はとても

有効。歴史ある東京ロータリークラブは会員数 340名おり、例会には 200～250名が参加している。是非一度予約を入れて参加さ

れるとよろしいでしょう。丸の内の利点は、すぐに動ける小回りが利く点。新しい事へのチャレンジに向けて、意見が違ったとしても話

し合いが可能。その強みを活かしていくべき。 

 

 

4：「会員増強・クラブ拡大をする覚悟をもとう」                                                    

会員増強として＋5名はマスト。ロータリーは人と組織。信頼できる人であれば人はついてくる。入会への声掛けも受け入れられる。

ロータリーの最も素晴らしい考え方が職業奉仕・四つのテスト・超我の奉仕。これらを学び、自分自身が高潔な人間になる。組織の

魅力としては例会・奉仕活動。丸の内は英語が堪能な方が多い認識がある。外人の入会等、他のクラブと異なったメンバー構成で

も良いのでは。会員増強は each ONE bring ONE、 一人が一人を連れてくる意識が大切。自身で覚悟を持つ、会長・幹事は当然

だが、加えて会員一人一人が会員増強の覚悟を持つ。 

 

 

5：「ロータリーの公共イメージをアップさせよう」                                                    

ロータリーの公共イメージはホームページと SNS。 全国で 34地区あり、ホームページの中で一番面白いのは 2580地区と自負して



いる。単なる文字の発信だけではなく、興味を持つようにアレンジしている。 国際奉仕、グローバル補助金 三つのクラブが参加 こ

ちらも HPにアップしている。 

 

新人の方へ、自ら学ぶ姿勢が大切。自分で活動しないとロータリーの真髄には触れられない。例会参加だけではなく、もう一歩踏

み込んでロータリーを勉強する事で、より楽しくなり生涯続けられる。ロータリアンはいま世界で 120 万人、色々な活動に取り組んで

いる。 

 

職業奉仕は理論的なことではなく実践。経営者が日々判断して行く時に、４つのテスト・高潔性を持って判断するもの。嘘をついて

はいけない。 

 

米山奨学生を卒業すると学友になれる。分からないことは須藤氏に確認をしてください。 

 

プログラムは卓話を依頼するのであれば、地区の委員長に確認する。 

 

楽しくしますます丸の内を盛り上げていってください。 

 

ガバナー補佐お話       ガバナー補佐   牛島  聡 様 

・創立当時から東京丸の内ロータリークラブとは深いつながりもあり、先日も古山会長にお越しいただき 1時間程お話をした。疑問

があれば都度ご相談いただいている。今後もお役に立てることがあるのではないかと思う。よろしくお願い致します。 

 

７. 記念撮影 

８. 閉会挨拶                    会長       古山 真紀子 

・オンラインで開催させていただきましてありがとうございました。若林ガバナーには細かくコメント頂き、丸の内の良さを改めてご指

摘いただき認識した。会員増強や色々な奉仕活動を進めていきたい。 

聖火リレー・献血・水辺の美化・ワークショップの動画等、地区のイベントを企画・知る機会をいただき、とても身近になっている。

2820地区の新井ガバナーから、茨城に来る際には「是非若林ガバナーをお連れ下さい」とのおはなしでした。            

本日はありがとうございました。お体に気を付けてお過ごしください。 

 

 ９．閉会点鐘            

  会長       古山 真紀子 

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 


