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こんにちは、オリンピックまであと1週間と迫ってまいりました。開催に
至るまでのことを思い起こせば、2013年アルゼンチンのブエノスア
イレスでのIOC総会での決選投票でイスタンブールを破り東京オリン
ピックパラリンピックが決まった時の歓喜に満ちた熱狂、また2016年
のリオデジャネーロオリンピックでの閉会式にスーパーマリオに扮し

2021年7月29日
第1320回（本年度 第4回）例会

本日のプログラム

次回 8/5 のお知らせ
♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　会員増強・維持委員会卓話
　担当：村上 俊二 委員長
　講師：地区クラブ奉仕副委員長

浜田 篤介 様
■第3回9月度理事会
　13：40～　コスモス

♬SONG : 「4つのテスト」
●卓話　小委員会委員長 活動方針
　丸山 会計
　北村讓 SAA
　村上 会員増強・維持委員長
　栗山 例会運営委員長
　佐賀野 親睦活動委員長
　村橋 会員研修委員長
　檜皮 青少年奉仕委員長

会長挨拶
会長エレクト　栗山 博道



た安倍元首相の登場も、はるか昔のように感じます。
またその後様々な問題が噴出しました。東京五輪の
公式エンブレムの選定で発生した盗作騒動、新国立
競技場で発生した巨額経費問題とそれに伴う再コン
ペ、「マラソン・競歩」競技の開催地が北海道・札幌へ
と変更、組織委員長である森喜朗氏による女性蔑視
発言により辞任、開閉会式の演出企画の責任者によ
る女性タレントへの侮辱発言とその後の辞任等があ
りました。

現在東京では新規の新型コロナ感染者が増加して
いて、4回目の緊急事態宣言が発令されたことより、
無観客でのオリンピック開催となりました。また首都
圏の3県と大阪府についてはまん延防止重点措置が
延長することが決まりました。

今までオリンピック開催の是非、観客の制限など様々
な議論がありました。会員中にもオリンピック開催に
反対の方もいらっしゃるかもしれません。しかしこの
コロナ禍で開催することが決定したからには日本の
安全な運営を世界に発信し、日本や世界のアスリー
トを応援し、オリンピック、パラリンピックを盛り上げ
ましょう。

東京オリンピックパラリンピックがコロナに打ち勝ち、
クラスターの発生などなく無事に終了することを祈念
いたします。

有難うございました。

2021-22年度第1319回（第3回例会）
幹事報告 (7/15)

幹事  嶽下 勇治

2021-22年度 幹事報告をさせていただきます。

■7月15日（木）、クラブ奉仕委員会 クラブフォーラム

第2回8月度理事会（14：10～15：00）

■7月21日（水）、IM6組会長・幹事会（六輪会）
18：00～ホテルモントレグラスミア大阪

■7月22日（木）、祝日（海の日）

■7月29日（木）、（小）委員会活動方針
丸山会計
北村讓SAA
村上会員増強・維持小委員会委員長
栗山例会運営小委員会委員長
佐賀野親睦活動小委員会委員長
村橋会員研修小委員会委員長
檜皮青少年奉仕小委員会委員長

■8月5日（木）、会員増強・維持委員会卓話
村上委員長

　第3回9月度理事会（13：40～14：30）
辻（一）、栗山、戸田、丸山、北村譲、小林、上瀬、
植屋、村上、村橋、檜皮、井本、嶽下

　指名委員会（11：30～12：00）

■8月12日（木）、休会　定款第8条 第1節

■8月19日（木）、卓話：高島会員

■8月26日（木）、ガバナー補佐訪問日

　卓話：戸田会員

　第一回クラブ協議会（13：40～14：30）

■8月28日（木）、クラブ青少年奉仕合同委員長会議
Zoomウェビナー（青少年奉仕小委員会 檜皮委
員長）

　公共イメージ向上並びにクラブビジョン策定セミ
ナー
Zoomウェビナー（クラブ会長、戦略計画委員長、
広報担当委員長）



クラブ奉仕委員会 クラブフォーラム報告

クラブ奉仕委員長　戸田 佳孝

ロータリーソングを全員が楽しく歌えるようになろう。
アフターコロナの魅力的な奉仕事業について。

ロータリー創立3年後には奉仕強調派と親睦派との
間に激しい討論があり、クラブの崩壊寸前となった。
その時ハリー・ラグルスが諸君歌を唄おうではない
かと提案したことからロータリーソングの歴史は始
まった。ソングはロータリーのお経であると僕は考え
る。なぜなら、重要な教えが端的に書かれているから
である。今回のフォラーラムの前半では6曲のロータ
リーソングを最初に聴いてもらい、次に解説を加え、
最後に斉唱した。

1）「我の生業」は1935年（昭和10年）に京都で発表さ
れた「奉仕の理想」とともに代表的な日本語ロータ
リーソングです。歌詞は一業種一会員であった頃。

2）「それでこそロータリー」は1953年に東京RCの矢
野一郎さんの作詞作曲によって作られてました。
軽快なリズムにのったメロディーで一番の歌詞で
会員同志の親睦の重要性を唱えています。の職業
奉仕の重要牲が強く謳われている。

3）「日も風も星も」は1973年に東京世田谷RCの楠本
さん作詞、古関雄而さんが作曲しました。だから、
橋幸夫や吉永小百合がでてきそうな昭和青春歌
謡調の曲である。

4）「我ら中之島」はクラブ創立10周年（19年前）に会
員から歌詞を募集し、檜皮会員と吉田優子さんが
歌詞を選択し、吉田さんが作曲し、檜皮さんと吉田
さんで夜遅くまで話あってできあがった曲である。

5）「ROTARY」は世界中のロータリアンが歌う共通の
曲です。“He profits most who serves the best”は
「最も良く奉仕する者は最も多く報われる」の原文

です。企業の利益たけでなく、取引に関わる全ての
人に奉仕することを考えれば永続的な発展という
報いがあるという職業奉仕の考え方の根本である。

6）四つのテストは、1932年ハーバート・J・テイラー
が自身のアルミニウム製品株式会社を破産の危
機から救うために作ったロータリーの職業奉仕の
信念に曲をつけた。

アフターコロナの魅力的な奉仕事業については、本
来、国際奉仕は国際奉仕フォーラムで、社会奉仕は
社会奉仕委員会で話し合うべきあるが、退会防止の
ための楽しい奉仕についてのアイデアを語り合いと
いう趣旨でテーブルミーティングをしてもらった。そ
れに先立ち、高島会員から国際奉仕活動について、
北村謙会員から社会奉仕活堂について、安達会員か
ら野球同好会の今後の活動方針について語っても
らった。

テーブルミーティングで出された意見についての各
テーブルの代表の報告は以下の通りである。



テーブルミーティング（Bテーブル）
高島、北村讓、梅原、陳、植屋（早瀬、福田）

魅力ある奉仕活動作りについて

梅原：子供はリアクションがあるので、「やって良かっ
た」という実感がある奉仕が良いのでは。

高島：社会奉仕と青少年奉仕は、分けた方が良いと
思う。

北村讓：今年一年間の活動で、方向性を出したいと
思う。分けた方が、スムーズに双方の活動が
出来るのではないか。
行事等が延期になったが、コロナ禍だからど
うするかを考える。例えば、寄附を考えるとか、
リモートでやるとか。

陳：台湾では、コロナ禍で売れなくなった農産物を、
大学の食品学科の先生が遠くに居る学生等達に
送ったりしてリモートで料理の作り方を教えたり
している。

まとめ：五大奉仕委員会として進める事が、会員増強
にも繋がる。
奉仕活動は具体的に見せる事が良い（例：餅
つき等の行事）。
奉仕活動の報告が少ないので、例会等で行
う事。

テーブルミーティング（Aテーブル）
吉田、山本、辻（義）、下岡、安達、上山、上瀬

コロナ後の奉仕活動も退会防止に役立つ奉仕活動
も基本的には同じで奉仕活動は身体を使い、汗を流
す事によって感動や達成感を得、クラブが一丸となり
得る事が出来るのではないかと思う。

そのような感動や達成感を得る奉仕活動を続ける事
で退会防止にも繋がるものと考える。

お金だけを寄付するのも良いが単に寄付するのでは
なく、例えばマラソン大会を開催し参加者を集め皆
で走り、その収益を寄付するのも身体を使った汗を
流す奉仕活動の一つの方法である。

テーブルミーティング（Cテーブル）
西田、村橋、檜皮、村上、丸山、小林

私どものテーブルの討議の結果を報告致します。

先ず、コロナが収束したら、どのような奉仕活動をし
たいですかという点については、中之島ロータリーク
ラブは活発な奉仕活動を行っていたので、これまで
通りの奉仕活動を行いたい、地域を対象とした小規
模な奉仕活動でも良いので実行したい等、奉仕活動
への熱意を語る意見がありました。

また、コロナ禍の現状でも実行してみたい奉仕活動
はありますか、という点についても意見を聞いてみま
した。

奉仕活動は現地に赴いて現地の人に接しなければ
ならないものであるが、コロナ禍では人に接すること
ができない。

そのため、可能な奉仕活動は物品の寄贈ということ
になるという意見がありました。実際に、コロナ禍でア
ルバイトが出来ず、衛生用品が購入できず困ってい
る若者が増えているので、衛生用品を寄贈する奉仕
活動を実行された話を紹介して頂きました。

次に、退会を防止するために重要なことは、例会の存
在であり、現在の会員が例会を楽しむことであるとい
う意見が出ました。現在の会員が例会を楽しんでい
る姿を見せなければ、ロータリークラブに興味を持っ
てもらうこともできないからです。

また、退会される方はロータリークラブの中で居場所
が無くなってしまったから退会するのではないかと
いう意見もありました。そのため、役職に就かせたり
等して自分の居場所がロータリークラブの中にある
のだと実感できるように手当することが大事なので
はないかという指摘がありました。



私どものテーブルの討議の結果を報告致します。

先ず、コロナが収束したら、どのような奉仕活動をし
たいですかという点については、中之島ロータリーク
ラブは活発な奉仕活動を行っていたので、これまで
通りの奉仕活動を行いたい、地域を対象とした小規
模な奉仕活動でも良いので実行したい等、奉仕活動
への熱意を語る意見がありました。

テーブルミーティング（Dテーブル）
前田、満村、栗山、井本、村木、佐賀野

当テーブルミーティングにおいては活発な意見が出
ました。

・コロナ禍においては、人を集めての奉仕活動は難し
いので、寄付や物資による寄贈を社会的弱者の
方々や恵まれないこどもたちに送ることは簡単にで
きるのではないか？

但し、送り先の選定に於いては貧困ビジネス等を
行っている社会福祉団体もあるので注意しないと
いけない。

・地域の清掃や奉仕活動などもこちらから積極的に
声をかけていけばあるのではないか？

・コロナの影響はあと4～5年は少なからず残ると思
う。以前行なった出前授業など（カルチャーセンター
の医療セミナー、開明中高等学校での職業セミ
ナー）場面に応じて、現地やリモートで行ってみては
どうかと。

・MY ROTARYのロータリーショーケースで他クラブ
が具体的に何をやっているのか？登録されている
ので見てみては…？

コロナ禍で我々も事業活動を止めないでやってきて
いるので、奉仕活動を止めてはいけないと思います。

日　時：2021年7月15日（木）　13：40～14：15
場　所：ホテルニューオータニ B1F ライラック
出席者：栗山・嶽下・戸田・村橋・北村（讓）・檜皮・丸山・村上・植屋・小林・上瀬・佐賀野・井本　以上13名（敬称略）
欠席者：辻（一）　以上1名（敬称略）

2021-2022 年度 第2回　8月度定例理事会議事録

開会の挨拶（栗山会長エレクト）

コロナワクチンの在庫の件は報道では足りていない
と言っているが十分な在庫が用意されるので安心し
てほしい。

【審議事項】

1. 会長代理の件
（1）例会時の点鐘についてはPETSを受けた会長経験

者ということになるので、前々々会長の西田氏に

また、コロナ禍の現状でも実行してみたい奉仕活動
はありますか、という点についても意見を聞いてみま
した。

奉仕活動は現地に赴いて現地の人に接しなければ
ならないものであるが、コロナ禍では人に接すること
ができない。

そのため、可能な奉仕活動は物品の寄贈ということ
になるという意見がありました。実際に、コロナ禍でア
ルバイトが出来ず、衛生用品が購入できず困ってい
る若者が増えているので、衛生用品を寄贈する奉仕
活動を実行された話を紹介して頂きました。

次に、退会を防止するために重要なことは、例会の存
在であり、現在の会員が例会を楽しむことであるとい
う意見が出ました。現在の会員が例会を楽しんでい
る姿を見せなければ、ロータリークラブに興味を持っ
てもらうこともできないからです。

また、退会される方はロータリークラブの中で居場所
が無くなってしまったから退会するのではないかと
いう意見もありました。そのため、役職に就かせたり
等して自分の居場所がロータリークラブの中にある
のだと実感できるように手当することが大事なので
はないかという指摘がありました。



日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

5日（木）

12日（木）

19日（木）

26日（木）

1321

-

1322

1323

5

-

6

7

休会：祝日の週（8/8 山の日）

ガバナー補佐訪問日

会員増強維持委員会：
村上委員長

卓話担当：高島会員

卓話担当：戸田会員

第3回9月度理事会
指名委員会

第1回クラブ協議会

公共イメージ向上セミナー
　日程：8/28（土）

クラブ青少年委員長会議
　日程：8/28（土）

【’21年8月 行事予定】　（会員増強・新クラブ結成推進月間）

日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

2日（木）

9日（木）

16日（木）

23日（木）

30日（木）

1324

1325

1326

-

1327

8

9

10

-

11

ガバナー公式訪問日

臨時総会（事業・決算報告）

祝日②　秋分の日

吉川ガバナー訪問日

卓話担当：辻義光会員

事業報告：村上前幹事
会計報告：檜皮前会計
会計監査：西田会員

卓話担当：植屋会員

ガバナーとの懇談会

第4回10月度理事会

米山カウンセラー研修会
　日程：9/4（土）

地区ロータリー財団セミナー
　日程：9/4（土）
秋のRYLA（未定）
　日程：9/18～20

【’21年9月 行事予定】　（基本的教育と識字率向上月間／ロータリーの友月間）

承認してほしい。　⇒［ 承認 ］

（2）例会での会長の時間、および他の行事についても

栗山会長エレクトに会長代理をしていただき、栗

山会長エレクトが都合悪いときは各理事にその時

に応じて対応してほしい。　⇒［ 承認 ］

（3）例会時に、前々々会長をパスト会長という事で呼

称を統一してほしい。　⇒［ 承認 ］

2. 年間行事計画の件
・8月26日（木）ガバナー補佐　クラブ協議会（4大委

員会、SAA、会計、30周年）

協議会なので意見の交換があってもよいかと。

テーマは各委員会で何かあれば次回理事会まで

に決めてもらう。

・9月2日（木）ガバナー訪問　例会前懇談会　PJ・スク

リーン設定　SAA

（社会青少年奉仕委員会）

11月27日（土）成美学寮を予定している。

（青少年奉仕事業小委員会）

インターアクト海外研修について

2023年8月3日～8月6日【台湾】

青少年奉仕小委員会　委員会構成メンバーは海

外研修が終了するまで固定で行く

高島会員をアドバイザーとしてメンバーに入れて

はどうか？　⇒［ 承認 ］

・メークアップの件

各委員会の奉仕活動に於いて計画書を出してい

ただき、実行後報告書を出すのを条件にメーク

アップを認めてはどうかと　⇒［ 承認 ］

3. その他
（1）7月静岡県熱海豪雨災害についての義援金を5万

円にする。　⇒［ 承認 ］

（2）青少年奉仕小委員会を5大奉仕の委員会として検討

来月9月理事会にて審議し決定する。もし決定され

れば細則の改正に着手する

（3）新型コロナに関するハラスメントについて　

ワクチンは自由意志を再度徹底し週報に載せる

　⇒［ 承認 ］

栗山会長エレクトあいさつ

これから暑い夏が本格的に始まりますので皆さん体調
に留意し第3回理事会にまた元気にお会いしましょう。



_______________________________ 
2020-21  
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_______________________________ 
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【’21年10月 行事予定】　（地域社会の経済発展月間／米山月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

7日（木）

14日（木）

21日（木）

28日（木）

1328

1329

-

1330

12

13

-

14

次年度理事・役員発表
社会・青少年奉仕クラブフォーラム

休会①

創立29周年記念例会昼例会

第2回8月度理事会

社会・青少年奉仕
委員会：上瀬委員長

米山奨学担当：吉田会員

親睦活動小委員会：
佐賀野委員長

ロータリー学友参加推進週間
　日程：10/7～（1週間）

国際奉仕委員長会議
　日程：10/23（土）

社会奉仕委員長会議
　日程：10/23（土）

職業奉仕委員長会議
　日程：10/23（土）

RC Takashima様

2020-21年度に全4回の地域リーダー報告書すべて
をご提出いただき、誠にありがとうございました。ホ
ルガー・クナークRI会長とK.R.ラビンドラン財団管理
委員長に代わり、ここに感謝状（添付）をお送りいたし
ます。

報告書では、地域リーダーの皆さまより、さまざまな
成功談や課題に対応するためのアイデアをお寄せい
ただきました。これらの役立つ情報は、ロータリー年
度を通じて、ニュースレター「インサイダー」やフェイ
スブックグループで紹介させていただきます。年度末
の統計概要資料の共有は終了することとなりました
が、このデータに関心をお持ちの方は、ぜひご一報く
ださい。

シニアリーダーは、目標に向けた地域リーダーの皆さ
まのご活動に感謝しておられます。また、地域リー
ダー支援担当部からも心より感謝いたします。地域

高島会員に地域リーダーへの感謝状が送られました
リーダーの役割をこなすには膨大な時間が必要とさ
れますが、活動報告書をご提出いただいたことで、皆
さまの活動によるインパクトをロータリー全世界に伝
えることができます。

今年度のご尽力に重ねて御礼申し上げます。

Nora Beamish-Lannon

7月21日「水曜日」17：00より開明中学、高等学校イ
ンターアクト部活に出席させていただきました。平素
は隔月に出席しておりますが、新型コロナ下のため約
6カ月間生徒たちにお会いすることができませんでし
た。当日は、高3生の卒業アルバム作成写真撮影があ
り、生徒一人一人の思い出と共に大きなステップに
挑む彼らに心からエールを送りました。その後、部活
に入り［過去を振り返り未来への形成］についての

開明中学校・高等学校インターアクト部活報告 青少年奉仕小委員会委員長  檜皮 悦子

テーマ討議が有り、各自の過去をプラス、マイナスで
自己評価しました。

インターアクト部長の見事な進行により将来を考え
るよい機会になったと思います。

インターアクター達が限界のない多くの経験に挑戦
し、自分の弱みが｢競争優位性｣として考えられる様
な、彼らの成長を願いました。
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戸田：本日のクラブ奉仕フォーラムでは、大きな声で
歌ってやってください。

北村（讓）：昨日の雷すごかったですね！

嶽下：戸田委員長、クラブフォーラムよろしくお願いい
たします。

上瀬：ニコニコ

植屋：ニコニコ

村上：戸田会員の本日のフォーラム楽しみにしていま
す。ニコニコ

前田：早朝夜明け前、雷様が大暴れ。そろそろ梅雨明け？

村木：ニコニコ

下岡：ニコニコ

高島：辻一夫会長のご回癒をお祈りすると共に栗山
会長エレクト、頑張ってください。

辻（義）：ニコニコ

吉田：ニコニコ

北口：初めてのニコニコ発表です。ニコニコ

本日合計 : ￥31,000
累　計 : ￥127,000

●出席報告
会員数 33名 国内ビジター 0名
名誉会員数 7名 外国ビジター 0名
免除会員 0名 国内ゲスト 0名
出席者 28名 外国ゲスト 1名
欠席者 5名

出席率 84.84 %
6月24日の修正出席率 91.42 %

7月15日のメニュー
・冷製ZENB麺　～和風テイスト～
・ビタミン豊富なポークのハチミツソテー  チリコンカン添え
・ヨーグルトムースと和梨のジュレのヴェリーヌ

風味豊かな酢橘のグラニテかけ
・パンとバター

Congratulations!

米山奨学委員会より早瀨会員が
米山功労者の表彰を受けました。

●本日のゲスト
米山奨学生 陳　 玉芬 様当クラブが、第25回米山功労クラブを授賞いたしました。


