
 

 

 

9 月 2 日の卓話 8 月 19 の出席率  9 月 10 日の卓話  

 会員在籍者数 40 名 

 会員出席者数 32 名 

 会員欠席者数 8 名 

 本日の出席率 80.0％ 

  

 

「移動例会」 

グランドプリンスホテル新高輪 

1 階「和食清水」 

 

「ガバナー補佐訪問」 

「今年度第 2 回クラブ協議会」 

2022 年 9 月 2 日［第 98 回］ 

≪2022-2023年度 例会 第 97回例会報≫ 

2022年 8月 19 日（金）東武ホテルレバント東京「吉野の間」 

司会：佐藤太基会員 
■点鐘：東京臨海西ＲＣ 大星太郎 会長 

■ソングリーダー：岩崎裕馬会員 

■ロータリーソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」斉唱） 

■「ロータリーの目的」東京臨海西ＲＣバージョン 

 

■来賓紹介：大星太郎会長 

●東京臨海西ロータリークラブ  特別代表 

東京臨海ロータリークラブ   斉藤 実様 

●東京臨海西ロータリークラブ  発起人代表  

東京臨海ロータリークラブ   鈴木孝行様 

 

■米山奨学生紹介：大星太郎会長 

●今年度米山奨学生 雷 博強（ﾗｲ ﾊｸｷｮｳ）さん 

●前年度米山奨学生 オーチソムオンさん 

 

■ビジター紹介 

●東京ワセダロータリークラブ  

地区ローターアクト委員長 片岡荘子様 

●東京江戸川ロータリークラブ  

地区ローターアクト委員 小黒将年様 

●東京東江戸川ロータリークラブ  

担当地区幹事 永井正己様 

●ローターアクトクラブ 地区代表  

東京池袋豊島東ＲＡ 春木優杏様 

■会長報告・スピーチ：大星太郎会長 

●米山奨学生ライ ハクキョウ様へ奨学金お渡し・

一言 

●バギオ基金より感謝状頂きました 

（クラブより 1人 1,000寄付） 

 

■幹事報告：継岩憲二幹事  

●8月のロータリーレートは１ドル 133円です 

●ロータリーの友 8月号をメール BOXに配布しまし

た 

●バギオだより 8月号をメールボックスに配布しま

した 

●8/28（日）東分区ローターアクトガバナー訪問交

流会の締切が本日までとなっておりますので、ご参

加される方は、受付で出欠をご記入またはアプリで

登録お願いします 

 

■委員会報告 

 

■8月のお祝い：岡田竜司親睦委員長 

●会員誕生日 北林会員、木津会員、継岩会員 

油井会員 

●「誕生日の歌」 

●奥様誕生日 岸会員夫人、木津会員夫人 



 

 

 

本島会員夫人、大星会員夫人、大西会員夫人 

●結婚記念日 橋会員、石田会員、那須会員 

熊倉会員 

 

■出席状況報告：武井隆光会員 

⇒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：松原由和会員 

(ご意向)ローターアクト設立準備進行中のご様子

嬉しく存じます。クラブ一丸となって末永

いご支援期待致します： 

片岡荘子様（東京ワセダ RC） 

(ご意向)ローターアクトクラブ設立がんばってく

ださい：小黒将年様（東京江戸川 RC） 

(ご意向)本日もよろしくお願い致します： 

永井正己様（東京東江戸川 RC） 

(ご意向)クラブ奉仕フォーラム楽しみにしていま

す。新しい発想を期待しています： 

斉藤実様（東京臨海 RC・当クラブ特別代表） 

(ご意向)クラブ奉仕フォーラム宜しくお願い致し

ます：鈴木孝行様 

（東京臨海 RC・当クラブ発起人代表） 

(ご意向)皆様、本日のクラブ奉仕フォーラム、宜し

くお願いします！：当クラブ三役 

(ご意向)クラブ奉仕フォーラム宜しくお願い致し

ます：栗山会員 

(ご意向)クラブ奉仕フォーラムよろしくお願いい

たします：飯塚憲貴会員 

(ご意向)継岩幹事、たくさんのお酒を高額で買って

頂きありがとうございました：西野会員 

(ご意向)いつも有難う御座います：本島会員 

(ご意向)本日もよろしくお願いいたします：大西会

員 

(ご意向)クラブ奉仕フォーラム、よろしくお願いし

ます：石田会員 

(ご意向)栗山会員いつもお仕事ありがとうござい

ます。ビルのテナントがすぐに決まってと

ても良かったです：武井会員 

(ご意向)クラブ奉仕フォーラム宜しくお願い致し

ます：坂東会員 

(ご意向)本日も宜しくお願いします：髙橋会員 

(ご意向)本日もよろしくお願いします：島崎会員 

(ご意向)よろしくお願い申し上げます：北林会員 

(ご意向)クラブ奉仕フォーラム宜しくお願いしま

す：間野会員 

 

油井会員、伊藤会員、岸会員、二瓶会員、橋会員 

米井会員、岩崎会員、佐藤会員、松原会員 

岡田会員、倉持会員、飯塚正裕会員 

 

【32件 111,000円 今年度累計 510,000円】 

 

 

 

■クラブ奉仕フォーラム 

 三橋晶委員長 

【趣旨説明】 

嶋村ガバナー方針でもあります、戦略計画とクラブ

の分析を皆様と一緒に取り組みたいと思いまして、

このようなフォーラムをさせて頂きました。このあ

と 6グループに分かれてディスカッションして頂く

のですが事前にリーダーを私の方から推薦させて

頂いて先日 ZOOM会議もさせて頂きました。 

今回は三段階に分かれまして第一段階として式次

第にございます「1 のクラブの現状はどうか」とい

うことで我々のクラブが 5周年を迎えるにあたって

クラブの強み・弱み、それとクラブに対する満足な

点・不満に感じる点をディスカッションして頂き、

第二段階として「2 のクラブは何を目指しているの

か」ということで中長期計画としまして今後 5年間

でクラブが持って欲しいと思う特性や目標を各グ

ループで最低 5個はあげて欲しいと思います。第三

段階として「その特性や目標を達成するにあたり必

要なこと、具体的な行動」を議論します。今回は第

一段階、第二段階を皆様と取り組みたいと思ってお

りますので宜しくお願い致します。 



 

 

 

 
 

●間野リーダー 

 
①クラブの強み・弱み 

【油井会員】 

強みは、まとまっている点。半面、リーダーシップ

をとれる人がいない、今後、そういった人がたくさ

ん出てきて、クラブを引っ張って行って欲しい。 

社会奉仕について。言われていることをやっている

だけの人が多い。個々が強い意志を持ってやる必要

がある 

仕事について。会員同士での仕事がうまく回せてい

けるようになることで、ロータリーの会員になって

良かったと思えるような環境になり、会員の継続性

や今後の入会につながると思う。 

【武井会員】 

強みは、若い会員が多いことで、自由度が高い、真

面目な人が多い、明るい雰囲気。 

弱い点は、若い会員が多いことで、反面、ロータリ

アンとしての経験、知識が足りていない点。 

【間野会員】 

強みは、若い人が多い、新しい事を発送して、すぐ

行動に移せる点、例えばラインの活用や、アプリの

活用など。 

弱い点は、ただ食事をして集まっているイメージで、

現状だと出席するモチベーションが上がらない。ま

た知識が足りていなく、これについては個々が勉強

するしかないが、危機感のような雰囲気があった方

が良い。業種が固まってきている。会員の業種は広

がりがあった方が良い。 

【鈴木孝行発起人代表】 

強みは、若い人が多く、しおらしい。 

同業種を仲間に誘えている点。普通は、同業はライ

バルなので誘わないが、このクラブはそうでない。

これは、みな事業がうまくいっていて、同業でもま

とまりがある証拠。 

また人格形成において会社では通用しても、ロータ

リーでは通用しない。長く続けられている会員が多

いのは自らの立ち振る舞いを主観的、客観的に見れ

て実践できている証拠。 

5 年経つと退会者が増えてくるのが一般的だが、臨

海西は退会者も少なく 5年経ってこの状況は上出来

である。 

【大星会長】 

強みは、若い人が多い。最先端のアプリとかが活用

できる、現役世代の社長なので、向上心が高い。カ

ウンセラーグループの企画・運用が大きい。例会以

外に定期的に会員同士が集える場所が提供できて

いる。 

弱い点は、会員の業種の広がりや多様性が出来てい

ない。色々な会社や業種で活躍されている人の話し

や意見を聞きたい。 

ロータリーを知らない。臨海西の枠を超えて外に出

て情報を集めて来れる人が出てきてほしい。奉仕活

動の機会を見つけてきて、色々な奉仕の選択肢が欲

しい。地域のニーズをくみ取れると良い。 

 

②今後クラブは何を目指していくべきか 

【油井会員】 

ロータリーの主旨から逸脱しない範囲で形に縛ら

れない、色々な意見を出してもらい、新しい事や

様々な事にチャレンジできる環境・クラブになって

ほしい。 

金を出すだけではなく、価値のある社会奉仕をした

い。そんなことができる仕組みを作りたい。 

【武井会員】 

子供や妻など家族、他人に誇れるクラブになってほ

しい 

 

●石田リーダー 



 

 

 

 
①クラブの強み・弱み 

【橋会員】 

出席率が良い・ニコニコも出している 

ロータリーを理解していない 

【金森会員】 

まだ手探り・出席を増やす 

【石田会員】 

強みは一体感・若い・SNS（ビジネスの活性化） 

弱みは経験不足 

【熊倉会員】 

若さ 

【北林会員】 

弱み…寄付をもっと多く 

   自事業をもっと強くべるべき 

【三橋会員】 

若さ→団結 

業種の偏りがある 

 

②今後クラブは何を目指していくべきか 

・メンバーの業種を増やす 

・メンバー数 50〜60人を目指す 

・ビジネスの活性化を図る 

 

●佐藤リーダー 

①クラブの強み・弱み 

【栗山会員】伸びしろがある、脚を引っ張る人がい

ない 

【岸会員】カウンセラー委員会があり親睦活動が活

発、アプリ＊欠席が事前にわかるので声をかける事

ができる 

【本島会員】交流が多い、他業種のメンバーがいる 

【島崎会員】圧倒的な強みは若い経営者＊他のクラ

ブで平均年齢 70のところもある 

【佐藤会員】素人集団であることが強み、努力し勉

強する 

【清水会員】若い、行動力がある、カウンセラー委

員、行動力、女性会員がいない（清水） 

「クラブの弱み」 

【栗山会員】俺（栗山）＊パスト会長が増えると、

仕事しない人が増える 

【岸会員】知識と経験が乏しい、新会員・長期欠席

者のフォロー 

【本島会員】経験が浅い 

【島崎会員】若さ 

【佐藤会員】素人であるが故に知識と経験不足、フ

ォローアップ 

【清水会員】全体のロータリーの知識、女性会員が

いない 

「会員のクラブに対する満足な点」 

【本島会員】色々な体験が出来る、自分自身の心の

余裕がついてきた 

【栗山会員】アクティブ会員が多い事が嬉しい 

【島崎会員】機会創出 

【岸会員】派閥みたいなものがない、アットホーム 

【清水会員】児童養護施設関連の支援を手厚くして

頂いている点、関わり続ける事に努力してくれる点、 

仕事優先してしまうときが度々ありますが、快く許

してくれる事に感謝 

「会員のクラブに対する不満な点」 

【本島会員】あまりない 

【栗山会員】例会の数をもう少し増やしたい・・・

あと 5回、会長や役員のモチベーションの維持が隔

週だと辛い、不満ではなく、課題じゃないのか 

【島崎会員】自クラブだけではなくて、広い目で見

ていく 

【清水会員】ライオンズや他団体との違いが明確に

答えがまだ見えない、定まっている奉仕と時代の流

れが合っているのか・・・・見直すタイミング 

 

②今後クラブは何を目指していくべきか 

【島崎会員】退会者の出ないクラブ 

【岸会員】会員全員が何らかの奉仕活動に関わって

いく、地域に知られ、評価されるクラブ 

【清水会員】短期だけではなく、中長期戦略があれ

ば良いと思います、他団体と他クラブとの違いを明

確にして、目標の設定をしたい（清水） 

【本島会員】明確な数値で強みをアピール。出席率

が常に 90％を超える等（本島） 

 

●高橋リーダー 

 
①クラブの強み・弱み 

【倉持】（強み）若い人が多い （弱み）若いが故に、

ロータリー歴も短く何をしたら良いのかがわから

ない。クラブとしても経験と知識が足りない。 

（満足な点）いろんな方と知り合い、仕事でも世話

になっている。卓話していただいたファミリーホー



 

 

 

ムの方の契約を手伝ったりしていると、やっている

感がある。（不満足な点）不満はそれほど無い 

【伊藤】（強み）クラブ自体が若いので改善するスピ

ードが速い。（弱み）圧倒的に経験が足りない。 

【飯塚】（強み）油井さん、栗山さんという模範とな

る経営者がいること。若い経営者とのバランスが取

れている。ロータリー歴も短く若いが故に吸収力が

あり臨機応変に対応できる。 

（弱み）ロータリー歴は短いが経営者としてはそれ

なりにやってきている人が多いので、新しいこと、

新しい組織に入っていく事にちょっと抵抗がある

人がいるのではないか。5 年近く経っても、このテ

ーマを話しているのはどうなのか。 

【雷】（強み）他のクラブにいる米山奨学生に聞くと、

そのクラブは例会が少なく連携感が弱い。臨海西は

連携感が強いのが強みだと思う。（弱み）特にないか

と思います。 

 

②今後クラブは何を目指していくべきか 

【伊藤】5 年後に活動がマンネリ化しないようにし

ないといけないなと感じる。惰性にならないように

自身で発信して活動する必要がある。 

【飯塚】ロータリーの趣旨である、奉仕活動を通じ

て人格を磨いていき職業・業界において影響力のあ

る人間になる事がロータリーの一番の目的。それを

考えた時に 5周年まではロータリーとしては若いし

新参者扱いだし一人前とは認められていない。5 周

年を超えてからはそれまで培った事を実践し、自分

たちで提案していこうとする行動が必要。これから

が本番。 

【伊藤】クラブができた当初におこなった、どんな

奉仕活動をしたいかのアンケートを、もう一度やっ

てみてはどうか。 

【髙橋】5 年後にどうしていたいか、真剣に議論す

るべき。 

【斉藤実特別代表】どんな奉仕活動をするにもクラ

ブがなければ出来ないのでクラブ奉仕活動が一番

大事。 

【伊藤】見えない所で奉仕活動を行っている人がた

くさんいるので、見えるようにする。 

【飯塚】既存のクラブの弱みは青少年奉仕がなかな

かできない事。若いクラブだからこそできる。柱は

青少年奉仕にするのが良い。 

飯塚：10周年でインターアクトクラブを作るのはど

うか。 

【伊藤】クラブの規模をどう考えるかが必要 

斉藤実特別代表：今ぐらいが丁度良いのかも。ホテ

ルで例会をやる損益分岐点は 40名 

 

●まとめ 

【髙橋】クラブ奉仕がしっかりしていないと何もで

きないという事が前提。若いからこそできる青少年

奉仕に力を入れる事が臨海西のビジョンなのかも

しれない。マンネリ化、主体性をどうしていくか。

例会、活動に参加して交流を持って親睦を持つこと

が大事。親睦もただのお遊びならないよう、バッジ

の重みをしっかり考える必要がある。 

飯塚：5 年間やってきた事は、基本と青少年奉仕。

米山奨学生をこの期間でこれだけ受け入れている

のは他にない。若いクラブだからこそできること。

強みとやってきた事を踏まえた上で今後 5年間、青

少年奉仕をやって行くのがいい 

 

●坂東リーダー 

 
①クラブの強み・弱み 

【強み】 

・クラブもメンバーも若いので古いしきたりに縛ら

れない、来やすい 

・カウンセラー集会がある（相談しやすい、風通し

が良い） 

・コロナに負けない zoom例会やアプリがある 

【弱み】 

・クラブとしての歴史がないため手本が少ない 

・仲は良いが自主性が少ない、アイデア不足 

・ロータリアンとしての目的が不明瞭 

【満足な点】 

・いつ例会に来ても仲間意識があって心強い、異業

種の方との出会い 

・飲み会、ゴルフ、つり等レクリエーションが多く

て楽しい 

・コロナ過でも地区からの表彰を４年で２回受けて

いる 

【不満な点】 

・奉仕活動を共通話題としてコミュニケーションが

少ない 

・仕事との両立が大変（平日にゴルフに行けるわけ

がない！！） 

・気軽な思いで入会したら、覚えることや役割が多

くて大変 

 

②今後クラブは何を目指していくべきか 

・地元江戸川区での認知度を上げる（地域子どもの

ためになる行動） 

・クラブでの定期的なロータリー勉強会（座学等）

の開催 

・クラブの理事や委員長を率先して経験していく 



 

 

 

●米井リーダー 

 
①クラブの強み・弱み 

クラブの強み 

【継岩会員】・平均年齢が若く、アプリとか独自のも

のが活用できている 

【岩崎会員】 

・勢いがあって強い親クラブをロールモデルとする

ことができる 

・ゼロから作るのではなく、目の前の偉大なクラブ

を追いかけることができる 

【岡田会員】 

・他のクラブは平均年齢が高いが、若いのでクラブ

の寿命が長い 

・親睦活動が活発で親睦を深められている 

【松原会員】 

・新しい取り組みや新しいものを取り入れている 

・今後も、今までにないものを作り上げることがで

きる 

【米井会員】 

・出来たてのクラブ 

・カウンセラーグループの活動 

・仲が良い 

【飯塚正裕会員】 

・出席率が 70～80％と他のクラブと比べて高い 

 

クラブの弱み 

【継岩会員】 

・若く現役世代で仕事が忙しい会員も多く、ロータ

リー活動と仕事の両立が課題 

・ロータリー歴が浅く、ロータリーのことをもっと

知っていくための勉強をしていく必要があるので

はないか 

【岩崎会員】 

・ロータリーの知識がなく引出がないので、何をし

たらいいかよくわかっていない 

【岡田会員】 

・ロータリーの専門用語がわからない 

・地区補助金プロジェクトなど利用できる制度があ

るが、他にどのような制度があって活用できるかな

どロータリーの活用の仕方がわかっていない 

【松原会員】 

・新しいメンバーが増えるのはいいことだが、ただ

いるだけの人が増えてもいけない 

【米井会員】 

・ロータリーの知識がなく、名前は知っていても中

身がわからないこともあるので、もっとロータリー

のことを知ることが必要 

【飯塚正裕会員】 

・自クラブの例会しか出たことがないので、他のク

ラブではどういったことをしてるかなど、他クラブ

の例会に出て学ぶことがあるのではないかと思う 

 

会員のクラブに対する満足な点 

【継岩会員】 

・親睦活動が活発で友人をたくさん作ることができ

た 

・同業者の集まりだと結局ライバルなので心割って

付き合えない 

・ロータリーの仲間とは悩みを話す事ができ、人生

最後の友達作りができている 

【岩崎会員】 

・入会前は世間の常識、ビジネスマナーが欠けてい

たが、教えてくれる教育者がいることが大きい 

・前期 SAAを担当したことで準備やマナーなど大変

勉強になった 

【岡田会員】 

・気分が上がらないときでも、例会に出ると元気に

なる 

・親睦活動 

・チャイボラ、らいおんはーとなど問題解決のため

話し合いしていくのが勉強になってる 

【松原会員】 

・入会前は社会奉仕に関心があったがきっかけがな

く何をしたらいいかわからなかったが、入会して社

会奉仕にかかれているのがうれしい 

・職業柄閉鎖的な空間にいるので、ロータリークラ

ブの活動が人間力をあげる勉強になっている 

【米井会員】 

・ロータリークラブに入会し友達ができた 

・視野が広くなり、いろいろな考え方に触れ勉強に

なっている 

【飯塚正裕会員】 

・入会前は自分が楽しければいいという自分中心に

生きていたが、社会奉仕などを考えるようになった 

 

会員のクラブに対する不満に感じる点 

【継岩会員】 

・例会にほとんど出席する会員がいる一方で、ほと

んど参加しない会員がいる 

【岩崎会員】 

・会員間にロータリークラブの活動に対する温度差 

・同じ目標をもてるといい 

【岡田会員】 

・誰に報告したらいいかわからないときがあるので、

連絡系統がもっと明確になるといい 

【松原会員】 

・まだ、何をしていいかわからなくもどかしい 

【米井会員】 



 

 

 

・聞けば教えてもらえるけど、聞かないとわからな

い 

・わからない、わかっていないことなどに気づいて

教えてくれる会員がいるといい 

【飯塚正裕会員】 

・不満は特にない 

 

②クラブは何を目指しているか 

今後 5年間（10周年に向けて）でクラブが持ってほ

しいと思う特性、目標 

【継岩会員】 

・会員が今は若いがずっとそのままだと高齢化して

しまうので増強が大切 

・増強が得意な人にお願いして活性化していきたい 

・ロータリークラブを知っている人が少ないので、

活動内容の発信が重要 

【岩崎会員】 

・親クラブを追い越していけるようになっている 

・臨海西が他クラブからロールモデルとされるよう

になる 

・10周年で江戸川区、江戸川区の地域の皆さんと協

力して事業ができたらいい 

・世の中に活動内容を広めてもっと知ってもらいた

い 

・やってることに誇りを持ち、社員、家族、子ども

達にも知ってもらって、評価されたい 

・ブランディングして広めていきたい 

【松原会員】 

・クラブを大きくしていかないといけない 

・まだ現状では不安定で地盤堅めが必要 

・絶対的な安定を目指して、他クラブからも目標と

されるようになる 

【岡田会員】 

・退会者が少ないことはいいこと 

・常に人数を増やす努力が必要 

・継続して支援しているチャイボラ、グループホー

ムなどが発展して、支援が必要ないほど自立して、

手放せるようになるといい 

【米井会員】 

・増強して人数が増えればお金も増えてできる事が

広がる 

・若い力を活用していいクラブになる伸びしろがあ

る 

・地域密着で江戸川区からも認めてもらえるように

なるといい 

【飯塚正裕会員】 

・増強について、ロータリーの活動を周りの人にも

っと知ってもらうために発信するのが足りていな

いので、もっと発信していきたい 

 

感想 

【オーチソムオンさん】 

・例会の時、会員の皆さんは元気で活発で、それを

みると自分も元気になったり、励まされたりする 

・ゴミ拾いのボランティア活動が中止になったけど、

また機会があれば参加したい 

 

 

■点鐘：東京臨海西ＲＣ 大星太郎会長 

 


