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●本日の司会    （昭島 RC 西川 哲造 SAA） 

 

●開会点鐘（伊藤 満雄会長・昭島 RC 小山 善治会長） 
 

 
 

●国歌・ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

ソングリーダー （昭島 RC）森島 徳幸会員 
 

●本日のお客様 
 

RI 第 2750 地区 ガバナー 坂本 俊雄様 

同地区 代表幹事  榎本 又郎様 

同地区 幹事  山下 正昭様 

同地区 ガバナー補佐 濱仲 幸弘様 

同地区 グループ幹事 宍戸 隆介様 

東京米山ロータリーE クラブ 2750 ファオジア・ディナ様 
 

●ホストクラブ会長挨拶（昭島 RC 小山 善治会長） 
 

●新会員バッヂ授与 
 

 
大久保 尊則新会員 

 

●ニコニコ BOX発表（犀川 美佐緒親睦副委員長） 

 

◎伊藤会長 

坂本ガバナー、本日は公式訪問、誠にありがとうござい

ます。ロータリーの、ますますの、「いやさか」を祈りま

す。 

〇本田会員 ガバナーの来訪を祝して。 
 

〇渡邉会員 坂本ガバナーのご来訪を記念して。 
 

・小島幹事 坂本ガバナーのご来訪ありがとうごます。 

 

・石川会員  

坂本ガバナー、濱仲ガバナー補佐や地区幹事の皆さんを

昭島市へお迎えして。 

・今藤会員 

坂本ガバナー、本日はありがとうございます。 
 

・犀川会員 

坂本ガバナーのご来訪ありがとうございます。 
 

・佐々木会員  

坂本ガバナー本日はありがとうございます。 
 

・佐藤会員 

坂本ガバナー公式訪問ありがとうございます。 
 

・中野会員 坂本ガバナーの公式訪問を祝して。 
 

・曳地会員 ガバナー来訪を祝って。 
 

・村野会員 

坂本ガバナー、役員の皆様のご来訪を歓迎致します。 
 

・芳見会員 ガバナーの来訪と合同例会を祝して。 
 

●卓話「充実したロータリーライフを送るには」 

RI 第 2750 地区 ガバナー 坂本 俊雄様 
 

今日は、先ほどご紹介がありま

したメンバーで訪問をさせてい

ただきました。昭島 RC は小山会

長、昭島中央 RC は伊藤会長、以

下皆さんと約 1時間に亘って懇談

をいたしました。色々と深い話を

させていただきました。それから、

新会員の皆さんご入会おめでと

うございます。これからのロータリーを支えていただき

たいと思います。 

皆さんご存知の通り、ロータリーにはテーマがござい

ます。 
 

RI  ロータリーに輝きを（Light up Rotary） 

地区  充実したロータリーライフを送ろう 

（Let’s have fruitful Rotary life） 

2014年（平成 26年）10月 23日（木） 

第 1203 回 例会報告 
 



昭島 RC  “Much to know More to talk” 

～かたり合おうロータリー～ 

昭島中央 RC 「真心をつくす」 
 

これらのテーマは一晩で考えるわけではございません。

私も前回の時には、スタッフと相談しながら 1 年間考え

て決めさせていただきました。ですから、私はこれが全

てを表していると思います。どのテーマも内容は一つだ

と思います。 
 

東京昭島 RC の奉仕活動 

・新世代育成活動として 

（昭島ローターアクト・啓明学園インターアクト・啓明

ユースアクトクラブ）を支援・3 アクト合同餅つき大会 

・啓明インターアクトクラブがホスト 

第 33 回インターアクト年次大会を開催 

・カンボジア児童教育支援（地区補助金を利用） 

・カンボジア教師育成プロジェクトの継続 

・ロータリーディー：昭島市民くじらまつり 

・多摩川一斉清掃 

・秋川霊園、国際墓地墓参 
 

東京昭島中央 RC の奉仕活動 

・夜間例会：開会 19 時 

・海外の肢体不自由な子供たちへ車椅子を送る事業 

（パラグアイ・カンボジア等へ） 

・青少年野球教室（長期継続事業） 

・昭島市のくじら祭りへの参加協力 

・ロータリーディー：ミニ SL 運営・パレードへの参加 

・ロータリーディー：少年柔道教室の開催 
 

地区重点目標について 

・ポリオ撲滅 

・ポリオプラス指定寄付 １クラブ 1,000 ドル以上 

・会員増強と維持 

・ロータリー財団への寄付 １人 150 ドル以上 

・ベネファクター 寄付が 1,000 ドルに達する寄付者 

・大口寄付者ー 寄付累計が 10,000 ドルに達する者 

・公益財団法人 ロータリー米山奨学会への支援 

→１億円募金 

・衛星クラブ 8 つ以上・１クラブ最低 8 名 

→会員数減少ー他のクラブの衛星クラブになる 

→地区ガバナーの署名は必要ない 

・クラブ拡大 11 月に新クラブ創設 
 

RI の方針・目標＝クラブの方針・目標 

RI 会長賞への挑戦について 

・クラブの奉仕活動（RI 会長賞対象） 

～6 つの重点分野～ 

1 母子の健康 

2 平和と紛争予防・解決 

3 識字率向上・基本的教育 

4 疾病予防と治療 

5 水と衛生設備 

6 経済と地域社会の発展 

・クラブの奉仕活動を Rotary Day に（RI 会長賞対象） 

・新会員１名（RI 会長賞対象） 
 

会員増強維持について 

濱仲ガバナー補佐との懇談会から 

・よいプログラムを は必ずしも会員増強に繋がらない 

・会員が自ら考えることに意味がある 

→例会に出席する意味・異業種交流の必要性 

→会員同士の親睦・連帯感・会員卓話 

→サロン活動や炉辺会合を積極的に 

→最後は人・好意的な雰囲気が必要 
 

・会員が自ら楽しむことが大切、おのずと魅力ある例会 
 

ロータリーの哲学と奉仕について 

・寛容 

～たった一言大声で寛容と叫びたい～ 

自分の主張ばかりしていては、いけない 
 

・ロータリーのフィロソフィー 

～あなたが理解するロータリーの哲学は何ですか 

結論は、「超我の奉仕」である 

世界は常に変化している、ロータリーは、この世界と共

に変化して成長していかねばならない。 

ロータリーは変化する者が必要だ。 
 

ロータリアンに最も大切なこと 

1 人柄 Personality 

2 ロータリーの哲学 The philosophy of Rotary 

→1911 年 1 月 ポール・ハリス 

3 奉仕の理念 The Ideal of Service 

→1912 年の国際大会で初めて登場 

→シアトル RC のスキール会員 

4 四つのテスト The Four-way tests 

→1942 年 ロバート テイラー 

5 中核的価値観 Worth of Core 

→2007 年 ロータリアンと一般の人にアンケート 
 

奉仕・親睦・多様性・高潔性・リーダーシップ 
 

※質疑応答 

今藤 貫徳会長エレクト 

各ロータリークラブは、坂本ガバナーのメッセージに

ありますように「ロータリーの哲学と奉仕の理念」に基

づき、社会奉仕を実践していると認識しております。た

だし、これは自他共には認められてはいないように感じ

ています。ロータリークラブの理念及び活動等が、会員

以外の方々へより多くお伝えする事が出来れば、会員増

強にも繋がるのではないかとも思います。 
 

坂本 俊雄ガバナー 

一般の方々にアンケートを取っても、ロータリーの事

を知らない方が大多数です。このような事から、RIは 2009

年からロータリーコーディネーターを作りました。私も

選ばれましてシカゴで研修をいたしました。 

ロータリーの活動を 3 つに分けて考えて欲しいと思い

ます。一つはクラブ奉仕、二つ目は国際奉仕・社会奉仕、

三つ目は公共イメージです。皆さん考えているのだと思

いますが、なかなかうまくいきません。一般の方達をど

んどん巻き込んで活動していくしかないのだと思います。 
 

●謝辞           （伊藤 満雄会長） 
 

本日は公式訪問、また、貴重な卓話をありがとうござ

いました。ミスターロータリーアンとして、くれぐれも

健康に留意され、お仕事を全うされてください。 

 

●閉会点鐘（伊藤 満雄会長・昭島 RC 小山 善治会長）

 


