
 

 

 

9 月 3 日の卓話  8 月 20 の出席率  9 月 17 日の卓話  

 会員在籍者数 39 名 

 会員出席者数 21 名 

 会員欠席者数 18 名 

 本日の出席率 53.84％ 

  

 

「イニシエーションスピーチ」 

当クラブ会員 北林貴臣様 

当クラブ会員 岡田竜司様 

 

 

「イニシエーションスピーチ」 

 当クラブ会員 田名網一嘉様 

当クラブ会員 継岩憲二様 

 

2021 年 9 月 3 日［第 71 回］ 

≪2021-2022 年度 オンライン例会 第 70 回例会報≫ 

2021 年 8 月 20 日（金）例会 12：30～14：00 

司会：岩本好史会員 

■点鐘：西野充英会長 

■ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

 ソングリーダー：岩崎裕馬会員 

■「四つのテスト」唱和 

■「ロータリーの目的」東京臨海西 RC Ver.唱和 

 

■来賓・ゲストスピーカー紹介：西野充英会長 

●東京臨海西ＲＣ 特別代表 

東京臨海ＲＣ  斉藤 実様 

●東京臨海西ＲＣ 発起人代表 

 東京臨海ＲＣ  鈴木孝行様 

 

■卓話者紹介：西野充英会長 

本日はいらっしゃいませんでした 

 

■ビジター紹介：  

本日はいらっしゃいませんでした 

 

■ブレイクタイム 

3～4名ずつに分かれてグループディスカッション 

※約 10分間ブレイクアウトルームにて行いました 

 

■会長報告・スピーチ：西野充英会長 

●ロータリー日本 100年史について 

「クラブに一冊頂いたので、これから熟読して感想

文を書いてみたいと思います。みなさん希望があれ

ば回していきたいと思います。DVDもあります。」 

●会員名簿について 

「皆様にお配りした手帳に若干修正がありました

ので、改めて皆様にお送りしたいと思いますのでご

確認お願いします。」 

●入籍報告 橋豊和会員 

「8 月 4 日ハシの日に入籍を致しました。お祝い金

で電子レンジ買います。」 
 

 
 



 
 

 

■幹事報告：三橋晶幹事  

●8 月度定例理事役員会議事録をメール配信してい

ます（8/19） 

●今年度方針・ロータリーの友 8 月号・東分区 IM

パンフレットを郵送しました（8/11） 

●2021 年 1-6 月度ニコニコ領収書を郵送しました

（8/11） 

●9/12（日）水辺の清掃活動、9/27（月）東分区懇

親ゴルフ大会、地区ポロシャツにつきまして事務

局よりメール致しました。お返事が本日までとな

っております。 

●9 月 30日（木）事業活性化委員会のご案内をメー

ル（8/17）しました。参加の方は 8月 31（火）ま

でに事務局までお返事お願いします。 

●9 月の例会について 

緊急事態宣言が 9 月 12 日まで延長されましたの

で、引き続き ZOOMでの開催を致します。 

●9 月 13日（月）IMについて 

 詳細がわかりましたら事務局より案内させて頂

きます。 

 

■委員会報告 

●カウンセラー委員会 飯塚憲貴会員より 

「2580地区主催の入会3年未満の方のワークショッ

プの第 2 回目が本日 15 時からございます。前回参

加された皆さん、今日 2回目なのでぜひ忘れずに参

加して頂ければと思っています。前回参加してなく

て今日参加できる方も大歓迎です。」 

 

●新会員増強 北林貴臣会員より 

「カウンセラー委員会を ZOOM で開催しました。体

調不良の 1名を除いて全員参加して、お酒を飲みな

がら 2時間と時間を区切って開催しました。ロータ

リーについてなぜ続けていくのかなど深く話がで

きたと思います。また定期的に開催していきたいと

思います。」 

 

■出席状況報告：大西聡会員 

⇒詳細 1頁バナー下の出席状況報告欄にて 
 

 

■ニコニコ BOX報告：岡田竜司会員 

(ご意向)本日はクラブ奉仕フォーラムよろしくお

願いします：斉藤実様(東京臨海 RC・当ク

ラブ特別代表) 

(ご意向)特別代表斉藤実様、本日は卓話よろしくお

願いいたします：当クラブ三役 

(ご意向)飯塚さんお仕事紹介ありがとうございま

した。名車のベンツ買い取れました：岡田

会員 

 

栗山会員、清水会員、伊藤会員、坂東会員 

北林会員、飯塚正裕会員、飯塚憲貴会員、岩崎会員 

武井会員、大西会員、本島会員、菅会員、髙橋会員 

佐々木会員、間野会員、石田会員、島崎会員 

平井会員、継岩会員、二瓶会員、佐藤会員 

雪丸会員 

 

【27 件 82,000円  今年度累計 469,000円】 

 

 司会：岩本好史会員 

 

■点鐘：西野充英会長 

 

■2021-22年度 クラブ奉仕フォーラム： 

 大星太郎委員長 

 

●開会挨拶：大星太郎クラブ奉仕委員長 

 

●会長挨拶：西野充英会長 

「ロータリーでは五大奉仕という風に言われてお

ります。そして、それぞれの五大奉仕で奉仕フォー

ラムを年に 1 回やるということになっております。

そのための今期の初めてのクラブ奉仕フォーラム

ということになります。 

大星委員長がいろいろ段取りをして頂いていま

して、今日は、会場には、発表者の方に来て頂いて

おります。それぞれ役割についてのお話、それから

最後に、斉藤特別代表の講話ということで頂いてお

りますので、これを機に、クラブ奉仕の在り方等を

含めて、皆さんでお考え頂ければと思いますので、

何とぞよろしくお願いします。」 
 

 
 

●趣旨説明：大星太郎クラブ奉仕委員長 

「本日はクラブ奉仕フォーラムですので、クラブ奉

仕について理解を深めて頂くというのが目的にな

ります。スケジュールとしましては、お配りしてお



 
 

 

ります式次第に書かれている通り、クラブ奉仕委員

会を構成している各役割のリーダーに、それぞれの

役割と今年度の奉仕についてお話し頂きまして、最

後に特別代表の斉藤実さんより、講評とクラブ奉仕

についての卓話を頂くという内容になっておりま

す。1時間弱、お付き合いよろしくお願い致します。 
  

 
 

まず、クラブ奉仕なんですが、そもそもクラブ奉

仕って何なのかということを皆さん分かってない

方も大勢いると思います。私自身、正直あまりよく

分かっていませんでした。今回、このクラブ奉仕フ

ォーラムを開催するにあたって勉強させて頂き調

べたところ、クラブ奉仕というのは、会員間の親睦

を深めることによってそれを奉仕に繋げていくと

いう考えのようです。この、親睦を深めると何で奉

仕に繋がるのかというのがまた疑問なんですけど

それは後で少し説明するとして、この親睦の出発点

がそもそも例会だということです。 

例会について、私、最近気になっていることがあ

りまして、多分皆さんも気付いてらっしゃるかと思

うんですが、出席率が最近悪いです。実は前回 53％

でした。我々39 名会員がいるんですが、その半分ぐ

らいしか参加してなかったんです。当日の卓話者が、

私と三橋さんのプレゼンということももしかした

ら影響しているのかもしれませんけれど、それにし

てもちょっと低いです。今日も 64％です。これ、ど

うですか。ちょっと寂しいと思いませんか。私はほ

んと何か寂しいなと最近思ってます。そもそも、何

で例会に参加しなきゃいけないのか、例会に来い来

い言われているのかなんですが、これについてもち

ょっと私、いろいろ勉強してみました。 

 ロータリーの中で例会というのは、親睦を深める

ことを目的にしていて、そこから、奉仕の理想を高

めていくのが狙いだということです。また出てきま

したよね。親睦を深めることによって奉仕頂いてい

くと。これ、どういうことなのかなということで、

もうちょっと、いろいろ本を読んでみました。いつ

も読んでいるのは、栗山さんから頂いたこの本なん

ですけど。 
 

 
 

例会に集まると、自然に交流をしなければいけなく

なって、それが親睦に繋がります。長く交流を繋げ

ていくと、当然友情だとか信頼が芽生えて、いい仲

間が出来上がる。この例会場で信頼ができる仲間が

集まると、心のゆとりができるというんです。例会

に参加している間というのは、日頃忙しい我々も仕

事はないわけで、ロータリー活動のために集まって

いるわけですから、自然に心のゆとりができて。非

常にゆとりができると、みんなの心の中に元々あっ

た、世の中のために立ちたいとか、人のために立ち

たいというような奉仕の気持ちが芽生えてくるら

しいんです。同じような志が集まるみんなが集まる

ことによって、それが奉仕をしていこうという決意

に繋がっていくということなんです。 

これは妙に私、納得しちゃったんですけど。ロー

タリーに入った頃は、ほんとご飯食べに来ているだ

けで、何のために例会来てんのかなとずっと思って

たんですが、今、入会して 2年 8カ月ですか。例会

に参加した後は、やはり、元々何か世の中に貢献し

たいなだとか、ここにいるメンバーと何か大きなこ

とを実現さしたいなみたいな気持ちが芽生えるこ

とがあるんです。多分、少なからず、皆さんもちょ

っとそういった経験をしたことがあるんじゃない

かと思うんです。それが多分、クラブ奉仕なんじゃ

ないかなと思います。親睦を深めることによって奉

仕に繋げていくっていうのがクラブ奉仕のようで



 
 

 

す。ぜひ、まずは例会に積極的に参加して、交流を

深めるというのを実践して頂きたいなと思ってお

ります。それがクラブ奉仕の始まりだと思うんです。 

それで、このクラブ奉仕の一役を担うのがクラブ

奉仕委員会なんですが、ここからは、実際にそれを

担当して頂くリーダーの方々に、今後の方針につい

て説明をして頂きたいと思います。まずは、ロータ

リー情報を担当してます栗山パスト会長から、5分、

お願いしたいと思います。よろしくお願いします。」 

 

●クラブ奉仕委員会 各部門の活動について 

①ロータリー情報・クラブ研修リーダー： 

栗山義広副委員長 

「私はロータリー情報、会長っていうのを 2回やら

せて頂いていたんですけど、ほとんど何もできてい

ないことを皆さんにお詫び致します。すみません。

今回、私も大星副会長と同様、再度、やはりこの『ロ

ータリー入門書』を確認しました。 
 

 
 

私がロータリー情報ということで、皆さんに何を

やるべきか、やってないのかっていうのをご説明さ

せて頂きますと、ロータリー情報というのは、皆さ

んにロータリーのことについて、いろいろお話しす

る立場にあるようです。それがなかなかちょっとで

きてなかったなっていうのと。ロータリー情報があ

るのは、家庭集会を開催する役割です。今年度も、

10 月と 5 月に家庭集会をぜひ、1 グループ 6～7 人

で開いていきたいなと思っております。 

 家庭集会って何でやるのって、先ほど、大星クラ

ブ奉仕委員長が言ったように、やはりまず親睦が一

番になっております。親睦と高潔性、多様性、奉仕、

リーダーシップ。こういうロータリーの中心にある

価値を高めていくことを家庭集会で一役を担って

いけたらいいのかなと思っております。 

 私もロータリークラブ、最初入ったときは何だろ

うなって、すごい。宗教かな何かなと思った時期が

あります。でも、生きてく上で哲学、自分の哲学を

磨いていくっていう考えを持って頂けるように、そ

れを援助するのがロータリー情報だったりするの

かなと思っています。ほんとを言えば皆さんにお知

らせすることっていうのは、だいたいこの本に書い

てあります。ぜひ、1 回でいいからこれ読んで頂け

たら、栗山が言ってることはこのことねとか、この

話ねっていうのが分かってくるんじゃないかなと

思います。 

 ロータリーにはいろいろ会則だったり定款って

いうのがあります。それをまず皆さん読んで頂いて、

見て頂いて。分からないところを私が解説したり、

斉藤特別代表に聞いて頂ければ、かなりロータリー

が深まると。ロータリークラブをやっていく上で、

やっぱロータリークラブのことを知らないと楽し

くないので、ぜひ、自分から情報を取りにいったり、

聞いて頂いたり。私も発信するようにします。一つ

書いてあったのが「毎回例会で 3分ぐらいロータリ

ー情報の話をしてください」ってこの本に書いてあ

ったんで、ほんと 1回もやってないなと思って。す

みません。本当にすみませんでした。ということで、

私の発表を終わらせて頂きます。ありがとうござい

ました。」 

 

②カウンセラー委員会：飯塚憲貴会員 

「私たちのクラブは月 2回開催。まだ設立から今年

で 4年目ということで、通常のロータリークラブの

会員さんと比べると多分、半分ぐらいの頻度で会員

と会っている。さらに、2年目の途中からコロナ禍

になってしまって、会う頻度がさらに減っていると

いうことで、やはりこのロータリークラブ、先ほど

栗山パスト会長からお話しがあったように、会う頻

度。大星クラブ奉仕委員長からもあったように会員

同士の親睦、信頼関係を築くというのは、本当にそ

こが実践できていないのが、今の当クラブの本当の

問題なのかなと思っております。 

 このコロナ禍の中でも、いかにして皆さん同士で

親睦を図っていけるか、そのためにつくられたのが

このカウンセラー委員会だと思っています。大人数

でなかなか集まることができないのであれば少人

数で集まって、そして近い、家が近い、拠点が近い

方が集まってお互いフォローし合う。そして、お互

い疑問に思っていること、不安に思っていることな

どをシェアしてもらって、お話してもらう活動をし

てもらいたいなと思っております。 

 先ほど、例会中に北林グループ長からお話しあり

ましたように、実際、こう集まって頂いて、お話し

することによって、本当に腑に落ちることが増えて

いけば、よりロータリークラブの活動が楽しくなっ

てくると思っています。今期のカウンセラー委員会

では、グループ長だけのスレッドを今つくらせても

らいまして、各会の報告、そしてこの議事録などを

共有していきたいなと思っております。 



 
 

 

 コロナの状況下で、実際会っての議事録の作成で

今考えていたんですけど、やはり、今月になってか

ら 5,000 人を超える日も増えてきていますし、経営

者として見本とならなきゃいけない私たちが、実際

会ってそこでコロナを広げてしまったら、本当に皆

さんの立場もかなり危ないものになってしまうと

思いますので模索してたんですけど、今は ZOOM が

ありますので、ぜひ、集まれないなら ZOOM で集ま

ってもらって、そこでお互いのカウンセラー、カウ

ンセリングをしあって、お互いが、よりロータリー

クラブの活動が楽しくなるようにしていって頂き

たいなと思っております。 

 その活動の報告を毎月集約して、第 1 週の例会、

9 月からカウンセラー委員会として、カウンセラー

グループでどんな活動をしたかというのをぜひ、報

告をしていきたいと思います。そういうことをやる

のが私の役目であり、パスト会長しての役目でもあ

ると思いますので。ぜひ、この臨海西ロータリーク

ラブ入って良かった、入るとこんなに楽しいことが

あるんだということを皆さんの周りの経営者に皆

さんがお話しして、より、この臨海西ロータリーが

活性化するようにサポートしていきたいと思って

おります。その礎となるのが今期のカウンセラー委

員会だと思っておりますので、どうぞ皆さん、ご協

力のほどよろしくお願いしたいと思います。」 
 

 
 

③新会員増強：北林貴臣会員 

「新規会員増強のための活動奉仕として、ビジター

の参加を増やしていかないというところと。ビジタ

ー参加型のイベントを開催して、ロータリーを知っ

てもらうっていうところと。あとは、会員 40 人突

破するっていうのが、今期、西野会長の目標なんで、

それを達成できるように考えたいと。あともう一つ

は、ビジターへのアフタフォロー。1 回呼んだけど

そのままにしとくわけじゃなく、ちゃんとアフター

フォローをしていくっていうところで方針を決め

ますと。 

 活動の計画として、ビジターの強化月間みたいな

のをつくって、全員で、1 人最低 1 人はビジターを

呼ぶみたいな、何かそういうのもやってもいいんじ

ゃないかなっていうのと。 

コロナが落ち着かないとできないんですけど、バ

ーベキューとか、飲み会とか、そういうビジターも

参加できるようなイベントを開催して、ロータリー

を知ってもらうっていうこと。 

諸先輩方が行っている勉強会、そういう所にビジ

ターも連れていって、ロータリーに入るとそういう

勉強もできるんだっていうのが分かってもらえる。 

ビジターを呼んだら呼んだで放置じゃなく、ちゃ

んとリスト化して、可視化して、共有化して、みん

なでフォローできるような体制をして、フォローア

ップミーティングとかやりながら、最後クロージン

グまで持っていけるように、みんなで力を合わせて

やれればいいかなと思います。 

 なぜ、新会員を増やさないといけないのかってい

うところなんですけど、大星副会長とも話をしたん

ですけど、僕が考えるに、経営者って結構孤独なん

です。孤独で、1 人でいろいろ考えてもなかなかい

い案は出ない。こういう会にいて、いろんな人がい

ることによって、いろんな意見がもらえるっていう

ところで、メンバーが多い方がいろいろ、仲良くも

なれるんでっていうところで、メンバーは増強して

いきたい。それをやるためにまず奉仕。奉仕を通じ

てビジターを増やしていく、仲間を増やしていくっ

ていうところが必要なんじゃないかなっていうと

ころで、新会員増強については以上です。ありがと

うございます。」 
 

 
 

④親睦活動委員会：橋豊和委員長 

「活動方針。昨年に引き続き、コロナ感染拡大の影

響を受け、例会がリモートで行われる、会員同士が

交流・親睦ができない状況が続いており、大変残念

な状況です。ピンチはチャンスという言葉があるよ

うに、この状況下でできること、この状況だからで

きることを見つけ、提案していきたいと思います。



 
 

 

その中で、会員がロータリークラブの活動の意義を

理解し、さらに会員同士の結びつきが深いものにな

るように考えていきたいと思います。 

 活動計画。世の中の状況に合った親睦の形を実現

したいと思います。この状況下の中で、親睦を図る

ことができる釣りを実践していきたいと思います。

これに関しましては、釣り好きの会員にアドバイス

を頂きき、実践していきたいと思います。また、定

期的に行われているゴルフも引き続き実践し、東分

区ゴルフ大会、3 クラブ合同ゴルフ大会に参加し、

会員同士の結束、チームワークのさらなる向上に努

めていきたいと思います。自クラブのゴルフに関し

ましては、ゴルフ幹事の岡田会員と日程を決め、実

現したいと思います。 

その他イベントに関しましては、会員にリクエスト

を頂き、親睦が図れるイベント等を開催できるよう

に考えております。毎年恒例の家族忘年会に関しま

しては、コロナの状況を見つつ、会員家族を含めた

忘年会にできるよう考えていきたいと思います。」 
 

 
 

⑤会場監督委員会：平井修二委員長 

「基本的には、これに書いてあるとおりなのですけ

ども、ほんとにやってみて気付いた点がありました

ので、3 点に絞って、こういう風にやっていきたい

っていうことの活動方針、以下の話をして頂ければ

と思います。ゴールとしては、スムーズな例会運営

をやるためにはどうしたらいいかということをい

ろいろ考えたときに、毎回バタバタしてる。例会で

誰が何やって、誰がかんやってっていう、バタバタ

している状況が見受けられましたので、これはいけ

ないなと感じまして、スムーズにやるために 3点ほ

ど、これを取り組んでいきたいところがありました

ので、発表させて頂きます。 

 １つ目が、例会が始まる前に、次の例会の役割担

当が決まっている状態を目指すことでございます。

そのためには何をしたらいいかっていうことは、会

が始まる前に、次の例会は、当番はこうなっている

けども、どうするどうする？っていうことを、始ま

る前にわちゃわちゃさせるっていうか、メール等で

そういうことを促していきたいなと思います。次の

役割分担が決まっていれば「じゃあ次、これやらな

きゃいけないんだ、俺」みたいな感じで、意識が参

画に向かうと思いますので、それをぜひリリースし

ていきたいなと思います。それが 1点です。 

 2点目は、待てよと。当番委員でやらなければい

けないっていう決まりってどこにもないよねって

いうこと。会長ともそういうところを話さしてもら

ったんですけど、特に若い人で手持ち無沙汰になっ

ている人がいるんじゃないかと感じられます。とい

うことで、当番表に書いてない人も、気付いた人は、

みんな役割分担を振っていこうと。どんどん役割分

担を持って頂いて、参画意識を我々の方で演出をし

ていきたいなと思っています。会に出ることで、会

の役割があることで、やることのある人とやること

がない人ってやっぱりあるじゃないですか。そのよ

うなことの演出をさしてもらいたいなっていうこ

とを思いました。 

 3番目に、三役とあります。三役。別に三役じゃ

なくてもいいんじゃね？っていう風に思って。今、

本当に思ったんですけども、四役ぐらいの気持ちで、

四役目ぐらいの気持ちで三役の方を支えていきた

いなっていうか、そういうふうに、自ら例会運営に

参画していきたいなっていう風に思いました。 

というようなことで、いつも分かんないことばっか

りで、逆に教えてもらうことばっかりなんですけど

も、一つ一つこなしながら、自らこのロータリーの

活動を楽しんでいけるように、頑張りたいなと思っ

ております。」 

 

⑥プログラム構成委員会：伊藤宏之委員長 

「プログラム構成委員会って何ぞやって話を、この

前も武井さんが言ってらっしゃったんですけど、全

然分かんないっていうことで、私も「ロータリー入

門書」を読んでます。この中に、例会はロータリー

の基本的活動であるので、クラブ奉仕の理念にのっ

とってこのための努力をしていますということか

ら始まって、プログラム、卓話の部分をどういうふ

うにするのかを考えていくのがプログラム構成委

員会の役割だと。ただ、今、現状、卓話だとか、例

会のそういうふうなのとか、三役と理事会、事務局



 
 

 

の方で決めて、全て手配をしていると思うんですが、

当面ここを何とかしたいと思っておりまして、どれ

ぐらい参画できるのかをちょっと試しにやってみ

ようかと思っています。 

IT 公共イメージというところで、東京臨海西ロー

タリークラブの活動を効果的に、各奉仕委員会もそ

うですし、会員個々の活動も何か PR していければ

いいのかなということで、ホームページ、週報、SNS

などを通じて発信していくと。地区とか地域に、ど

う役割を渡して知名度を上げていくかということ

です。これが新しい会員の増強に繋がったり、いろ

いろあると思うんですが、いずれにしても各奉仕委

員会と連携をして、いい形で PR 活動ができればい

いのかなと思います。 

 具体的に、じゃあプログラム構成、何をやるんだ

って話なんですが、年内は三役の方と事務局と話し

合って、卓話の部分のスケジューリングの一緒に話

す方と、間に入ってどうですかというような調整を

したりだとか、そんなところから始めていければと

思っています。それで、だんだんペースをつかんで、

次の日、次の日に渡していく中で、指導できる役割

を果たしていければいいのかなという風に思って

います。年内に何回か、三役と話し合いたいと思い

ます。 

 それで、IT公共イメージです。まず、SNS を使い

なさいと。これが今年の 4月に地区評議会の研修会

で、公共イメージ委員会というのを ZOOM でやりま

した。このときにいろいろ言われてて、ホームペー

ジだとか SNSをちゃんと使いなさいと。今、地区で

は YouTubeに発信されておりますが、そういうこと

を本気でやるんだなっていうことだと思います。 

じゃあ、当クラブはどうしようかなと思ったときに、

YouTube はちょっと敷居が高いかなと思っています。

というのは、いろいろ皆さん理解して頂かなきゃい

けないこととか、僕自身はできますが、引き継いで

いくことがちゃんとできるのかっていったら、体制

が整わないとできないんだと思っています。 

今のところできるのは、Instagramと Facebookで例

会の発信とか活動の発信をしていきたいんですが、

ここもまずガイドラインを年内に作ろうかと思っ

ています。どなたがやられてもいいような。先ほど

平井委員長も言われてましたけども、若い方にも、

SNS に親しまれている方にも参加頂いて、それこそ

若い方に指導的役割を振って、日常的にやって頂く

ようなのがいいのかなと、今考えております。その

ガイドラインを作ります。 

ホームページは、今、情報が薄いので、会員名簿

の前段のほうに載っている情報をもうちょっと厚

くしていこうかなっていうことで、これは北林会員

の Facebook になると思うんですけども、計画を進

めていきたいと思います。先ほど北林会員と話した

ので、この後すぐに手を付けて頂いて、完成形が年

内にちゃんとできればなと。大幅なデザイン変更だ

とか、コンテンツを作るところは、周年記念のとき

とかに、予算をかけてやったらいいのかなと思って

ますんで、今はお金をかけずに、情報をちゃんと発

信していけたらと思います。 

 当クラブのアプリ、日本語とか参加をやっている

ものを、今、清水会員に全部やって頂いてますが。

ここに、前期平井会員がやっていた、わが仲間の職

業って作って頂きましたけども、これを各会員のペ

ージに、紹介ページに載せていこうかなと。それで、

誰が何をやってるのか、見ればだいたいのことが分

かるっていうような感じのをアプリに盛り込んで、

相互理解を図った上で、それがいろいろな活動にプ

ラスになればいいと思いますんで、これも IT 公共

イメージ、イメージ向上の施策として一つ、やらさ

して頂きたいと思います。そんな感じでやっていき

たいと思いますので、よろしくお願い致します。」 
 

 
 

●総括・講評：斉藤実特別代表 

「今日はクラブ奉仕フォーラムということで、皆さ

んからいろいろ頂きました。僕が 20 年ぐらい前、

いろいろやっていた頃とだいぶ規定審議会等で変

わってきていますので、違ってる部分もあるかと思

いますけども、僕なりに今まで経験したことを踏ま

えて、このクラブ奉仕フォーラムの皆さんの発表に

関しまして、講評といいますか気が付いた点を、ち

ょっとお話ししてみたいなと思っております。 

 まず、大星クラブ奉仕委員長の方から趣旨説明が

あったように、クラブを良くしようということで、

まず、何といっても、五大奉仕と言いましても、や

はり、この臨海西ロータリークラブが存続しなけれ

ば、職業奉仕も、社会奉仕も、国際奉仕も、青少年

奉仕委員会も、まずないわけですから、やはり一番

大事なのは何といってもこのクラブ奉仕。これが一

番、結局は大事ではないかと思っております。 

 今年度、西野会長の『奉仕し、成長しあえる仲間

づくり』というターゲットの下、始まりました。今

日は、大星クラブ奉仕委員長の方からお話がありま

したので、まず、先ほどからお聞きしました、ロー

タリー情報、栗山会員の方からお話がありました。

これはもう当然、クラブの研修リーダーでもありま



 
 

 

すし、家庭集会等々を主催してやるわけですから、

リーダーとしてふさわしいかどうか、まずはそこか

ら勉強したいなという風に思ってます。 

 カウンセラー委員会の飯塚会員も同じなんです

けども、新会員のためのロータリーガイダンスとい

うことで、みんなにいろいろレクチャーしなきゃい

けないわけですけども。まずは僕が、その家庭集会

もそうなんですけど、親クラブは今はもう衛星クラ

ブも含めて 80名いますので、この中で家庭集会を 6

～7 人で分けようとすると、12グループぐらいにな

ったんです。そうすると、僕とか鈴木さんとか、あ

る程度知ってる人がリーダーになれば、家庭集会で

も、ここはこうした方がいいよとか違うよとかって

言えるんですけど。その他のグループをちょっと覗

きに行ったんですけど、リーダーがリーダーでない

わけですから、とんでもない家庭集会になっちゃっ

て、飲み会になっちゃったりとか、ちょっと道がず

れたような話で終始しちゃう。その人だけがしゃべ

っちゃって、他の新しいメンバーは一言もしゃべれ

ないような、そんな家庭集会もいくつか見受けられ

たような気がするんです。ですから、栗山会員と飯

塚会員、とりあえずリーダーになる人は、何人かそ

ういう人たち、別にグループ長を集めて、まずは勉

強会をやって。そういう人を育成していかないと、

末端のほうまで本当に、ロータリーとは何ぞやって

いうことが何か分かんなくなってしまうので、リー

ダーになる人の勉強会をぜひやってみてください。 

それから、ロータリー・リーダーシップ研究会、

今年は、栗山さんと大星さんと、それから 2 人か 3

人出られると思うんですけど、それは、パート 1、

パート 2、パート 3 と 1 日ぶっ通しで勉強会があり

ますから大変なんですけども。必ず出たほうが絶対

将来的にためになるんで、ぜひ参加してやってもら

いたいなと思っています。 
 

 
 

新会員増強について、北林会員の発表がありまし

た。これは、なかなかやっぱり新しい会員も入れる

と同時に、やっぱり出席も絡んでそうなんですけど、

退会阻止といいますか辞めさせないようなことを、

ぜひ前もって検討してやって頂けたらいいなと思

っています。 我々親クラブの方では、新会員ピッ

クアップ委員会っていうようなものを委員会のほ

うで作ってますけども、そういったように、職業分

類をある程度明確にして、新会員、要するにビジタ

ーを入れるための委員会を作って、このクラブには

こういう人がいない、こういう人がいないっていう

ことをある程度前もって調べて、それであたってい

く、アタックするっていう方が漠然としているより

もいいかなっていう風に思います。だから例えば、

クラブにはお医者さんがいないと。じゃあ、お医者

さんを知っている人いないかというようなことを

調べて、その人にアポを取って菓子折り一つ持って、

会長と 2～3 人で行くとかね。すると結構、三顧の

礼じゃないですけど、2～3回ちょっとでだいたい落

ちるんじゃないかと思うんです。それぐらいの形で

的を絞っていくと、1 人 2 人増強できるかなってい

風な気がします。新会員増強はそういったことで、

大事な委員会ですので、頑張ってもらいたいなと思

います。 
 

 
 

橋会員による親睦活動委員会の報告を聞きまし

て。これからのクラブにとっては本当に大変、親睦

を深める意味で大事な委員会ですので、今年の忘年

家族会だとか、親睦旅行とか、ゴルフ会とかいろい

ろ。釣り大会ってさっきお話ありましたけれども、

ぜひぜひこれはクラブにとって大事ですので、頑張

って欲しいなと思います。 

余談ですけども、先ほど新婚のお祝いということ

でクラブから頂いたんですけども、この冠婚葬祭っ

ていうのは必ずこれからも、クラブもあと 5年、10

年たつと出てくると思うんですけども。葬式なんか

があった場合とかは、受付とかお手伝いは、この親

睦委員会がやるんです。その親睦委員会が受付とか

そういうのをやって、メンバーさんから香典とかそ

ういうのをもらいます。そうすると、一人一人に香

典返しするのも大変なので、まとまった香典の額の、

先ほど予算ちょっと話してましたけど、だいたい半

返し。それはもう、クラブによっても個人によって

も全然、全く決まりはないんですけども、それをク

ラブ費にお返しするというような形を我々は先代

たちから受け継いできていますから。そういった感

じでやると、いちいち一人一人にお願いしなくて、



 
 

 

ロータリークラブのメンバーの人たちが受付をつ

くって、そこで香典もらったやつは全部別にしてお

いて、そのまとまった金額のだいたい半分ぐらいを

クラブ費のほうに返す。というようなのも、親睦委

員会のお仕事ですので、よろしくお願いします。 

会場監督ですね。これも一番大事な例会の委員会

ですので。うちは前はピアニストがいまして、後ろ

で生バンドっていうか生の演奏を弾いて頂いたり

して、季節の歌が鳴ってるんですけど。これが最近、

だいぶ予算がかかるということで、割愛してきてな

くなったんですけどもまだ、東分区では 4クラブぐ

らい、ピアニストの方を置いて例会をやってます。 

なかなかやっぱり、我々もロータリークラブ入った

ときには、何でロータリー入ったんかというと、金

持ちの昼飯会っていうことで、ステータスだと。そ

ういうところにいると対外的に見ると、あの人はロ

ータリークラブに入ってるんだということで、見て

くれるということで、どさくさに紛れて新しいクラ

ブができたときに入っちゃったんですけども。そう

いった意味では生バンドじゃないですけど、ピアニ

ストがいてホテルでの食事をしながら、椅子を引い

てくれるのなんかとてもいいなと思ったんですけ

ど。だいたい、年間 30 万かそれぐらいかかっちゃ

うので、厳しいんで今はテーブルでやってますけど

も、そういった例会もやってました。 

僕も 2年間、新しい委員会のときに、創立メンバ

ーとして入ったときにやってたんですけども、やっ

ぱりどうしても同じテーブルに同じ仲間が座っち

ゃうので、受付の所にくじ引きっていうかボックス

を作っておいて、そこに番号を入れておいて、それ

をみんなに引いてもらう。その番号の所に座っても

らう。そうすると、ある程度バラバラにメンバーた

ちが座れるようになるので、できればそういう風な

形で席に着くような、受付の所にくじ引きの箱を置

いといて、番号を引いてもらうっていうような方法

もとってもいいのかっていう風に思います。 

それから会場監督とは関係なく、出席も含めてで

すけど。ぜひ、普通の通常例会ができるようになり

ましたら、1 回、東京クラブとか、そういった他の

クラブのメークアップに、ぜひ、誰か何人か連れて

いって他のクラブを見るというのも非常に勉強に

なるのではないかなっていう風に思います。 
 

 
 

プログラム構成委員会。これはほんとに、楽しい

会報を作ってもらう。卓話とか、IT向上イメージで

いいんですけども。最近やるのは臨海西さんの週報

を見てても、気が付くんですけど。多分、親クラブ

のやつを踏襲してると思うんですけども、やはり、

あまり踏襲をするっていうことは、だんだんだんだ

ん衰退していきますので、臨海西さんらしい週報作

りっていうのも、結構、必要になるかなっていう風

に僕は思います。ここに出てきて、顔写真が結構載

るんですけど、いつも週報を見てると同じような顔

ぶれしか見ないんで。できれば、スナップ写真的み

たいなものを、一つか二つ入れてってもいいのかな

と。やっぱり会場に来ているメンバーもいますので、

そんなところもちょっと思います。 

そんなことで、今、発表になった方々の各委員会、

ちょっと生意気な言い方かもしれませんけども、自

分なりに感じたことをちょっとお話ししました。 
 

 
 

それで、ロータリーの三大義務って何だか分かります？ 

  

（橋会員 奉仕、出席。ロータリーの友。会費。） 

 

ロータリーにとって三大義務っていうのは、まず、

会費を払うっていうことと、それから出席するとい

うことと、『ロータリーの友』を読むというのが、

我々が先輩たちから言われたっていいますか、ロー

タリーの三大義務の理由ですよということで教わ

りました。 

 

 クラブ奉仕についてということで。ロータリーの

歴史ということで、前回、周年行事のときにお話し

したと思うので、ロータリーの歴史の基本その 2と

いうことで、ロータリーが誕生した基本となる概要

とか、規則とかそういったものを、年代によって記

載したのがその 2ということであるんですけど。今



 
 

 

日はまだこういう状況なので、また改めてちゃんと

製本して、また持ってきたいなと思ってます。です

から、だいたいの概要を知っといてもらえばいいの

かなということですね。クラブ奉仕というのは、摘

要欄にも載ってますけども、クラブとしての機能を

充実させるために、クラブ内で会員が取るべき行動

を示すものということで載ってますけども。これ、

具体的に載ってますよね。 
 

 
 

これが一番新しい 2019 年の手続要覧なので、昔の

分厚い、司法試験の六法全書じゃないけど、建築基

準法じゃないですけども、ほんとに厚かったんです

けども、だいぶ今は簡略されてきたんです。これ、

3 年おきに規定審議会がありますので、来年、また

これが少し変わってくるかと思いますけども、はぜ

ひ、皆さん 1 回、目を通して頂ければいいかなと。

これが基本になってますんで。これのロータリー用

定款細則が、要するにクラブ定款細則になって、他

クラブで、今、ロータリーがすごいやってると思い

ます。 

 クラブ奉仕の概念、出席、例会、いろんなものが

あるんですけど、さっきの三大義務の出席のところ

で、これは皆さん、知ってるかどうか分からないん

ですけど。例えば、12時半に例会で、仕事が忙しか

ったり何かしたときに、ちょっと時間に間にあわな

んだっていうときがあると思うんですけど。そうい

うときには、今日はちょっと休んじゃおうとかって

いうことになりますけども、60％っていうルールが

ありまして。もし、12 時半に間に合わなくても、1

時ちょっと前ぐらいに例会場に着いて最後までい

れば、それはもう出席とみなされるので。またその

逆に、最初は来て途中で帰ってもらっても構いませ

んので、この 60％っていうのは一つの出席のルール

としてあります。卓話者が始まってから途中で帰る

のは失礼なので、セレモニーが終わった後、卓話が

始まるときに SA 委員長とか幹事に言って、途中で

失礼するということも問題なくできます。 

そういった意味で、出席を一つの義務として、こ

ういった例もあります。例えば、鈴木さんが来年、

還暦で 60 になります。それで、ロータリー歴が 25

年たちました。そうすると、足して 85 というふう

になるんですね。85になると、これは出席免除にな

るんです。ですから、例えば二つ、ロータリー歴と

年齢を足して 85 になれば、理事会、クラブの方に

出席免除申請をして了解してもらえれば支援者っ

ていう形になって、例会に出なくても大丈夫になり

ます。でも、例会に出ても、別にそれは問題なく、

例会に出れば、要するに出席日数の計算をするとき

の分母と分子が多くなるので、出席率が上がるとい

うことで、その 85というルールもあります。 
 

 
 

 ロータリーの年間の主な行事ということで、毎年

1 月にアメリカにおいて国際協議会というのが次年

度のガバナーの研修があります。前はエバンストン

という所でやってたんですが、今は北カリフォルニ

ア州のサンフランシスコで。2 月には地区研修セミ

ナー。これは、国際協議会の結果を受けて、次年度

の地区役員の研修です。それから当然、西野会長も

受けましたプレジデント・エレクト・トレーニング

セミナー。PETS ってやつですね、これを 3月にやり

ます。これを受講しないと会長になる資格がありま

せん。そして 4月には地区研修協議会。これは各グ

ループのクラブ委員長に対する研修であります。そ

して、5 月末から 9 月初めに国際大会。今年は、ア

メリカテキサス州のヒューストンでやります。そし

て再来年は、オーストラリアのメルボルン。そして

その次がシンガポール。そして 5年後がカルガリー

のカナダっていう風に予定が決まっております。 

等々、このクラブ奉仕はいろいろそういったものが、

全部付随してありますので、これをまとめたやつを

今度またお配りしたいと思います。 
 

 



 
 

 

カウンセラーの方には、僕が作った、臨海北斗ロ

ータリー衛星クラブの、ロータリーカウンセラー会

に作った 2021-2022年度版の新会員のためのロータ

リーガイダンス。これも参考に使ってください。そ

れと、臨海西を作ったときの新クラブ結成について

のマニュアルと。それから、バギオ基金ですね。そ

れのご案内の説明文書になります。こういったもの

も作ってありますので、ぜひ、ご覧ください。 

 それから今日は、皆さんにロータリーの友が郵送

されるということなんですけども、10ページ、これ

に臨海の衛星クラブ、北斗ロータリー衛星クラブの

記事が載っています。これも議長の方には言ったん

ですけど、何か臨海が作ったとか、あんまりたくさ

ん載ってないんですけども。これはやっぱり人数か

らいっても、臨海のつくったビックロータリークラ

ブが、一番衛星クラブとしては規模も大きいし、中

身も充実してる。これを参考にして、ロータリーの

友の 8月号に載ってますので、ぜひ、ご覧ください。 
 

 
 

 ロータリーに関しては 100年の歴史がありますん

で、僕自身はまだ 30年しか勉強してないんですけ

ども。まだまだほんとに奥も深いし、ぜひ、いっぺ

んには無理でしょうけども、やはりそのアカデミッ

クなこういう裏付けの下に基づいて、ぜひ、親睦活

動とか遊びも含めてやってもらえれば、よりいい仲

間ができる、また、よりいい人脈が広がっていくの

ではないかという風に思います。 

ロータリーっていうのは永遠にありますから、

我々はもう、あと何年頑張れるか分からないですけ

ども、これから栗山さんだとかそういう若い人たち

が、どんどんどんどんリメークして、これからの臨

海グループのロータリーのために、尽力してやって

頂ければうれしいなと思います。 

雑駁な話で、何か大変ちょっととりとめもないん

ですけども、何か言っていただければ、僕の分かる

ところは、いろいろレクチャーしていいかなと。少

なくとも僕が入ったときから、この 29年間のロー

タリーの歴史というのは、ガバナー月信から週報か

ら、全て僕の書斎に残ってますので、何か、何年の

何が欲しいっていうことを言って頂ければすぐ分

かりますので、ぜひ一つ、活用してください。そん

なことで、ぜひ、一つみんなして、勉強して、そし

て楽しいクラブにしていって頂くと。これは一番大

事なのは、このクラブ奉仕だという風に自分は思っ

てますので、よろしくお願いします。」 

 

●閉会の挨拶：大星太郎クラブ奉仕委員長 

 

 


	【27件　82,000円 　今年度累計　469,000円】

