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事務局 〒196-0034 東京都昭島市玉川町 3-10-1 ヒルパークハイツ 1F TEL 042-544-1001 FAX 042-544-1002 

 

●本日の司会        （村野 靜男 SAA） 

 

●開会点鐘         （平畑 秀東会長） 

 

●国歌・ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

 

●「故郷」斉唱・「四つのテスト」唱和 

 

●本日のお客様 

 

国際ロータリー第 2750 地区ガバナー 舟木 いさ子様 

同地区多摩中グループガバナー補佐 金丸 清泰様 

同地区多摩中グループグループ幹事 浅見 省三様 
 

●会務報告         （平畑 秀東会長） 

 

10 月 22 日（火）第 94 回昭島六

団体連絡協議会が開催され、伊藤

幹事と共に出席をして参りまし

た。 

本日は、病欠でお休みをされて

いる蜂巣会員の所へ幹事と共に

お見舞いへ行って参りました。し

っかりお話もされて、手も足も動

かしていらっしゃいました。3 ヶ月お酒を飲んでいないと

悲しがっておりました。年内は難しいかもしれませんが、

来年には皆さんと共にまた、ロータリー活動が出来るの

ではないかと思います。 
 

●「ガバナー卓話」 

国際ロータリー第 2750 地区ガバナー舟木 いさ子様 
 

皆様こんばんは。この 7 月に、

2013-14 年度ガバナーに就任いた

しました東京白金 RC の舟木いさ

子でございます。どうぞよろしく

お願い申し上げます。今日はガバ

ナー公式訪問として、皆様のクラ

ブ例会におうかがいし、お話しで

きますことが大変嬉しく、感謝し

ております。ガバナー公式訪問は、2750 地区にとって、

そして RI全体にとって、この東京昭島中央 RCの皆様が、

どれほど重要な存在であるのか、ご一緒に確認したいと

思います。 

 それではまず、2013-2014 年度の RI 方針について、ご

説明申し上げます。「入りて学び、出でて奉仕せよ」私は

この短い言葉が大好きです。今年 1 月、アメリカのサン

ディエゴで国際協議会が開催され、バートン RI 会長から、

RI テーマが発表されました。皆様、すでによくご存じの

通り、「ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を」で

す。他人への思いやりの心が、結果として自分を豊かに

していく、と思います。これが奉仕の理想に、限りなく

近いのではないでしょうか。 

それでは、ロータリーを実践するとか、ロータリアンで

あるとは、具体的にはどういうことなのでしょうか。バ

ートン氏は「奉仕」「親睦」「多様性」「高潔性」「リーダ

ーシップ」をロータリーの中核的価値観であると説明さ

れ、地域社会にこれらを広めようと、お話しされました。

そこで、設定された新年度の RI 強調事項は、①会員増強

の推進②人道的奉仕の充実③ネットワークの強化です。 

①会員増強の推進 

 RI では、2015 年までに、会員を 130 万人まで増やすと

いう目標を設定しています。そして、女性やローターア

クトやインターアクトの卒業生などの若者が、明日のロ

ータリアンになって欲しいとバートン氏は言われました。 

2750 地区においては、今年度の会員の純増数を 200 名以

上としました。そして、四半期ごとに各クラブの状況を

見直しさせて頂きたいと思います。どのクラブも、今の

会員数に満足することなく、世界を良くするための仲間

を受け入れるエネルギーは、失わないようにしなければ

ならないと思います。そこで皆様には、クラブ会員の維

持、会員の増強を是非お願いいたします。日本の会員数

は、6 月末でマイナス 15 名です。「会員減少が止まった」

と感じています。会員維持は、同好会を多く作ったり、

グループで「やめないで」と火の用心方式をとるのはど

うでしょうか。 

 入会の動機は、① ボランティアをやりたい ② 話し相

手が欲しい ③ 仕事に役立てたい など考えられます。 

そこで、1. 仕事上の友人 2. 趣味を通じた友人 3.ご夫人

を通じてのお誘いはいかがでしょうか。私は、クラブ拡

大を、今あるクラブとバッティングしない条件で、新設

を進めております。できるかどうかはわかりませんが、

全力で頑張ります。実は、ICU 関係で、ロータリー平和フ

ェロー卒業生を、三鷹ロータリークラブがスポンサーで

拡大をお願いしております。出来ればお仲間になります。

既に 8/28 に、東京愛宕ＲＣがＲＩに認証されました。 

40 才代の若い経営者ばかりが、東京アメリカンクラブを

例会場に活動します。朝例会です。昨日、チャーターナ

イトを行いました。ご指導よろしくお願い申し上げます。 

 4 月の規定審議会で、① 新世代奉仕→青少年奉仕に変

更② 奉仕プログラム参加を例会出席扱いとする③ 幹事

を理事にするとなりました。また、専業主婦が正会員の

2013～2014 年度クラブ運営方針 

「継続は力なり」～クラブ独自性の継承を！～ 
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資格者になり、主婦をロータリアンに認めるなど、RI の

動きがあることを知りました。 

 2 つ目は、奉仕の充実です。今年度スタートした、未来

の夢計画は、これまでよりも規模が大きく、持続可能な

奉仕プロジェクトを支援することを目的としています。

その他、ポリオ撲滅、年次基金へ 150 ドルの寄付、ロ 

ータリー平和フェローの推薦などがあります。 

 3 つ目は、ネットワークの強化です。ロータリアンの家

族をロータリー・ファミリーの一員とすることは、大変

重要なことです。それから、フェローシップからネット

ワークに、今回呼び方が変わりました。 

 ＲＩ戦略計画の内容を挙げます。1. クラブのサポート

と強化 2. 人道的奉仕の重点化と増加 3. 公共イメージと

認知度の向上でございます。 

 次に、2750 地区の地区方針について、皆様と確認して

いきたいと思います。新年度の地区方針は、「新しい風」

です。私は、RI の方針を実現するためには、「新しい風」

を起こす必要があると思いました。 

新しい風を起こすためのキーワードとして、1. 草の根 2. 

基本はクラブ 3. 例会改革地区成長戦略 4. 地区運営 5. 

奉仕力強化 6. 対外広報がございます。 

1.草の根 

ロータリーは、草の根団体です。ロータリアン 一人ひと

りと、ロータリークラブこそが、ロータリーの中心だと

思います。「草の根から元気にする」これが、「新しい風」

であり、「ロータリーを実践する」ことになると考えてお

ります。 

2.基本はクラブ 

クラブがどれだけ意欲的になれるか、どれだけ適切にプ

ロジェクトを選び、どれだけ熱意を持てるかです。 

3.例会改革 

例会を参加しやすく、例会を楽しく、例会を学ぶ場所と

なるよう、もう一度、これまでの在り方を見直してみて

はいかがでしょうか。例会の開催の曜日から時間、例会

の進め方、プログラムの内容、食事の決め方、事務所の

あり方など、新しい発想で考えてみてはと思います。 

次は、クラブを支える地区成長戦略です。 

4.地区運営 

クラブの活動をサポートするために、地区はあります。

これまでの概念にとらわれないで、改善すべきところは

勇気を持って、取り組んで参ります。その方法の一つと

して、戦略運営会議を設けました。ガバナー補佐、常設

委員が月 1 回、情報交換を行います。 

5.奉仕力強化 

「寄付することは、奉仕を行っていることと同じ」と言

われている様に、財団の寄付は地区へ 75％戻ってきます。

また、ファンド・レイジングとして皆様からの色々なア

イデアを、実行させて頂いております。そして、皆様か

らの寄付だけでなく、地区大会で、チャリティーオーク

ションも計画中です。企業からの広告募集もしたいと考

えております。 

6.対外広報活動 

ロータリーがどのような団体か、奉仕活動をアピールす

るマスコミ対策は、大変重要です。例えば、2020 年東京

オリンピック開催が決定しました。猪瀬都知事より、国

際的組織を持つ、ロータリーに活動支援の要請がありま

した。また先日、招致報告会に招待されましたが、政財

界やスポーツ界の方々が多く出席されていました。オリ

ンピック開催の支援を通して、ロータリーをアピールし

たいと思います。 

「新しい風はクラブから」の実践についてご説明します。 

実践① 組織の変更 

今年度地区委員の人数を半減致しました。これは、一人

でも多くの方が、クラブの為に力を発揮し、クラブを活

性化して頂きたいとの思いからです。また、職業奉仕は、

質問が多く出されます。これは、ロータリーの根幹に関

わる、大切なものと考えますが、手続要覧にあります様

に、クラブの委員会と地区組織はリンクしておりません。

これは、ロータリアン個人の問題で、地区が指導する立

場ではないと考えています。しかし、ロータリアン同士

が職業の尊さと、道徳を高めて頂くために、「職業奉仕カ

ウンセラー」制度を設けました。お声をお掛けください。 

実践②は、2750 地区には現在９４のクラブがあります。

そのうちの８クラブがパシフィックベイスンに属してい

ます。今年度は Group for One を再実施することにいた

しました。私は公式訪問で 11 月にパシフィックベイスン

に伺いますので、お時間のある方は、あの綺麗な海へご

一緒にいかがでしょうか。 

実践③は、奉仕の重点化と増加です。他クラブ、他地区

の共同プロジェクトはどうでしょう。奉仕プログラム委

員会で作成した、Evernote（エバーノート）を参考に、

クラブで、新しい計画を立てるのは、いかがでしょうか。

エバーノートでは、2750 地区内の全クラブがどのような

奉仕活動を行っているのかを、ネット上で確認すること

ができます。 

実践④ 米山記念奨学事業は、アジア地域全体の学生を支

援するように、選考方法も再検討しております。米山寄

付につきましては、目標 1 億円にいたしました。寄付金

額によって、奨学生の人数が決まります。年間 1,000 名

から 700名に減ってきました。よろしくお願い致します。

最近、「会長賞を取るための奉仕活動ではない」との、大

変なお叱りを頂きました。しかし、RI の強調事項を実践

することが、すなわち RI 会長賞につながると考えます。 

① 会員増強の推進は、クラブで純増 1 名。② 人道的奉

仕の充実は、6 つの重点分野で、奉仕に 1 つ参加。③ ネ

ットワークの強化は、家族が参加する親睦・奉仕活動を

年一回行うことです。 

 それではここで、昭島中央 RC 様について見ていきたい

と思います。ガバナー補佐の報告と、皆様からいただい

ている現状報告書をもとに、地区が、どの様にご協力さ

せて頂くかを、ご一緒に考えて参りたいと存じます。 

クラブの特徴は、・夜間例会の実施をしている・例会時間

以外の制約が無いことです。テーマは「継続は力なり」 ク

ラブの独自性の継承です。現役職業人のことを、よく考

えられていると思います。これまで積極的に行った奉仕

は、・昭島市民祭の参加協力（くじら祭）・青少年野球教

室の開催でございます。今年度予定している奉仕は、 

・青少年育成事業に力を注ぐ・記念講演会の開催（いじ

め問題 企画、運営）です。クラブの抱える問題点につい

ては例会時間の厳守・会員の多様な職種構成などが挙げ

られます。会員の多様な職種構成会員の推移を見てみま

しょう。嬉しいことに、昭島中央 RC は、右肩上がりで、

勢いがありますね。女性会員数を見てみましょう。昭島

中央 RC は、女性が 4 名も活躍されています。昭島中央

RC は、60 才代が多いです。先輩のロータリアンはロータ

リーの宝だと思います。 

※地区への要望 

・地区の地域構成の検討（東京の横割りから縦割りの再

編）・地区集会の開催日の検討・地区集会の開催場所の検

討です。検討したいと思います。 

 ロータリーを紹介する DVD やパンフレットや、ホーム

ページを作成されておられますが、このホームページを

見て、若い方が入会した例が、最近 6 件あります。ぜひ

ホームページの更新を頻繁に行い、クラブをアピールし



ていただければと思います。ホームページのアップデー

トについて、地区でお手伝いさせていただきます。 

 先日のガバナー会で、ロータリアンの大切なこととし

て、次のような話が出ました。皆様は、①クラブで親友

ができましたか②例会が楽しいですか③自分の時間を誰

かのために使う心がありますか④あしたもロータリアン

でありたいと思いますか。いかがでしょうか。 

 クラブの皆様には、地区の活動にご協力をいただき、

とくに地区役員を出向いただきまして、厚く御礼申し上

げます。出向の方の一覧表をお渡しいたしますのでご覧

ください。 

 皆様にお願いがあります。東北の大震災の復興支援の

炎を絶やさないように、「ガバナー公式訪問記念復興支援」

の募金箱をご用意いたしました。お心を頂戴できればと

存じます。私は長く生きてしまいましたが、しかし、ロ

ータリーに入会したことで、本当に多くの喜びと楽しみ

をいただきました。そして、寛容に行きつき、ロータリ

ーに、今、ご恩返しをしたいと考えています。皆様に助

けていただき、クラブの皆様の声を謙虚に受け止め、「新

しい風」を感じながら、知恵を絞り、汗をかいて、この

一年間、私は努力をいたします。さあ、ご一緒に船を進

めて参りましょう。 本日はありがとうございました。 
 

●新会員バッチ授与（舟木 いさ子ガバナー） 
 

 
浅見会員・神野会員・植田会員 

 

●ニコニコ BOX発表 （渡邉 信義親睦副委員長） 

 

◎平畑会長 

舟木ガバナー様の公式訪問に感謝して。金丸ガバナー補

佐様、浅見グループ幹事様のご指導ありがとうございま

した。 
 

◎伊藤幹事 

舟木ガバナー来訪ありがとうございます 

◎星野会員 

ガバナー例会を祝し 
 

○小島会員 

舟木ガバナーのご来訪を歓迎して！！ 

 

○下田会員 

舟木ガバナーのご来訪を祝して。 
 

○西野会員 

舟木ガバナー、金丸ガバナー補佐、浅見グループ幹事、

皆様ご来訪ありがとうございます 
 

・荒川会員 

舟木ガバナー、金丸ガバナー補佐、浅見グループ幹事の

ご来訪を祝して。 
 

・小山会員 

舟木ガバナーのご来訪歓迎いたします。 
 

・佐藤会員 

舟木ガバナーのご来訪を歓迎いたします。 
 

・中野会員 

舟木ガバナーの来訪を歓迎いたします 
 

・村野会員 

舟木いさ子ガバナー訪問例会を祝して 
 

・芳見会員 

舟木ガバナーのご来訪を歓迎いたします。 
 

●出席報告      （田畑 勝久出席委員長） 
 

会員数  51 名 出席義務会員  49 名 
 

本日の出席 37 名（メイクによる出席者数を除く） 

 

●次週例会予定  （指田 裕士プログラム委員） 

 

10 月 30 日（水） 
 

「消費税 5％から 8％になる時のあれこれ」 

東京立川こぶし RC 税理士 村野 俊輔様 
 

●閉会点鐘         （平畑 秀東会長）

 

●ガバナー懇談会（17：30 ～ 18：30） 

   


