皆さん、こんにちは。10 月はコロナ感染者数が
減ってきて、各クラブの例会も再開されてきたよ
うです。対面での例会は 7 月に 1 回開催しただけ
で、10 月にやっと 2 回目を迎えたというクラブも
ありました。会えない期間、メール、ファックス、
LINE、Zoom 等で連絡をとって、ご苦労されていま
す。私はずっと「例会を止めないでください」と
お願いしてきました。
（写真：10 月 7 日

東京御苑 RC 公式訪問）

緊急時こそ、会長・幹事のリーダーシップが必要です。訪問すると、会長・幹事・
及び副会長・副幹事が熱く燃えておられるクラブからは元気な勢いが伝わってきま
す。今年度の地区の準備は早くからスタートし、クラブの準備も時間はそれなりに
あったと思いますが、逆に
対面で例会・理事会が開催
できないという理由で、計
画通りには進んでいない
クラブがあるのは残念です。
（写真：10 月 26 日公式訪問 とても元気な東京後楽 RC の皆さんとご一緒に）
残り８ヶ月 もっと行動し、もっと成長するために
シェカール・メータ国際ロータリー会長は「奉仕しよう みんなの人生を豊かに
するために」とテーマを掲げ、さらに「もっと行動し、もっと成長しよう」と
おっしゃっています。2021-22 年度が始まって 4 か月が過ぎました。残りの 8 か月を
有意義に、充実したものにするためには、親睦も大事ですが、皆さんのベクトルを
合わせて、奉仕の活動計画を見直してください。
どこかでコロナで困っている方々はいませんか？奉仕の意欲は落ちていません
か？ロータリーは、NPO や行政が掬いきれなかった方々へ支援をすることができま
す。もちろん NPO、行政への協力も大切です。どんなルートであるかは問題でなく、
困っている方々に手を差し伸べるのが重要です。我々の支援を心待ちにしている
コロナで困っている方々へ、どうぞ愛を込めて手を差し伸べてくださいますように
お願いいたします。
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奉仕活動の情報は地区ホームページを参考に
奉仕のヒントになるように、地区サイトにはクラブの奉仕
活動紹介ページをつくりました。まだどのような活動をする
か迷っておられるクラブは参考にしてください。大きな成果
を挙げられたクラブはその情報をガバナー事務所まで教えて
ください。地区ホームページに掲載いたします。
逆にクラブのホームページに、地区サイトや地区の YouTube
チャンネルへのリンクを張っていただけますと、更に情報が
拡散できると思いますので、ぜひご検討ください。
オープン例会のノウハウをご紹介します
10 月 18 日(月)オープン例会ウイーク初日、
私は東京練馬西 RC へ見学にまいりました。
相澤会長より、このオープン例会の企画・実行
を通じて会員が充実感を味わえて、10 名のゲスト
に対してきめ細かく準備をされたことを伺いまし
た。例えば例会前に名刺交換をして、テーブル
東京練馬西ロータリークラブ
はゲスト会員共に全て指定席にして、ゲストと
「オープン例会成功の秘訣」
会員をバランスよく配置して、話が弾むように
・・・
したこと。ゲストには赤い小さなバラの花を胸
1.例会前にゲストと名刺交換
に着けてもらったこと。テーブルには三角折し
2.ゲストと会員をバランス良く着席、
た名前札で分かりやすくしたこと。テーブル
和やかに応対
リーダーを決めておいて、ゲストにコーヒーの
3.ゲストは赤いバラの花を胸に
サービスをするよう申し合わせをしたこと。
4.テーブルには、ゲストの名前札
卓話終了後ゲストの数人にマイクを持ってもら
5.テーブルリーダーを事前に決めてゲ
い感想を話してもらったこと。資料はロータリ
ストにコーヒーをサービス
ーの友、週報、奉仕プロジェクトの資料、クラ
6.卓話終了後にゲストから感想を聞く
ブ入会案内を揃えたことなど、会員の皆さんの
7.資料は、ロータリーの友、週報、
力でオープン例会を開催されたことがよくわか
奉仕プロジェクト資料、入会案内
りました。このことは他のクラブにもぜひ取り
・・・
入れていただきたく思います。
最後に、入会予定者のフォローを忘れ

来年 2 月 14 日のリベンジウィークでいかしまし
ょう。この週に出来なくても、2021-22 年度内に
開催をお願いいたします。
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ずに行いましょう

他方、あるクラブからの情報ですが、過去に入会を勧めた方へ、再度のアプロー
チをなさるとのこと。経験上 3 回まで押すそうで、結果 3 回押された方は入会の確
率が高いそうです。1 度断られたからといって直ぐに諦めず、3 回までチャレンジさ
れてはいかがでしょうか。
米山奨学生の将来は、世界で活躍するロータリアンに
今月、11 月 18 日のワークショップは、米山奨学制度がテーマです。
米山奨学生の皆さんが、研究に励み、将来日
本との重要な懸け橋になられますように、
期待しています。日本で就職、又は引き続き
研究される方には、当地区のローターアクト
クラブやロータリー衛星クラブに所属した
り、学友会(東京)の活動に参加したり、
ロータリーとの縁を途切れさせないようにお
願いいたします。ロータリアンになった米山学
友は 257 名いらっしゃると『米山奨学事業の
豆辞典』に書かれておりました。みんなが平和
に暮らせる世界をつくりたい、母国の発展に寄
与したい、そんな熱い思いをもった方が沢山い
らっしゃいます。将来、世界のために立派なロータリアンとして活躍されることを
望んでいます。
ロータリー希望の風奨学生に支援の継続をお願いいたします
ロータリー希望の風奨学金(ロータリー東日本大震災青少
年支援連絡協議会)は、2011 年 3 月 11 日に起こった東日本大
震災によって親を亡くされた遺児に対する教育支援を目的と
したプログラムです。震災直後の支援金を基に開始し、その
後、多くの地区・クラブ・ロータリアン・企業・団体・個人
の方々からのご寄付で運営されています。最近の寄付額の減
少で資金が底をつくと、学生への支援ができなくなることが
懸念されます。
ロータリー財団、米山、バギオ基金と比較すると、希望の
風奨学金は組織基盤が弱く周知も徹底されず、先細りの様子です。ぜひ皆さんのご
厚意でお一人 3,000 円を目標としてご寄付をお願いいたします。0 歳で保護者を亡く
した子どもが、大学を卒業するまで引き続き支援を致しましょう。
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地区大会のアワード応募をお待ちしています
来年 3 月 2 日(水)、3 日(木)にクラブと会員を主体とした大会を計画しております。
この 3 年間の活動を対象にしたアワード、ロータリーにまつわるフォトコンテスト
で盛り上がりたいと思います。アワード、フォトコンテストのご応募の締め切りは
12 月 15 日(水)です。みなさん、振るってご応募ください。
ヒューストン国際大会、早めの登録がお得です
今年度の国際大会は来年の 6 月 4 日(土)〜8 日(水)にヒューストン
で開催されます。親睦と奉仕を通じてより良い世界をつくるという
共通の目標をもつ仲間たちとの出会いを楽しみましょう。
登録は国際大会専用ウェブサイトから、または指定の旅行代理店
からもできますが、12 月 15 日(水)までに登録すると、475 ドル
で登録できます。
加えて 6 月 5 日(日)には、当地区主催の「ガバナーズランチョン」を本会議会場そ
ばの有名ステーキレストラン（ヴィック・アンド・アンゾニーズ ステーキハウス）
で開催いたします。10 月 29 日にご案内をクラブに送信いたしました。申込期限は来
年 1 月 31 日となっております。ご家族、ご友人とともにヒューストンでロータリー
を楽しみましょう。
11 月に入り肌寒い毎日です。感染者数が減ったとはいえ新型コロナウイルスには
警戒が必要です。インフルエンザも心配です。皆さん、お体に十分注意してくださ
いね。
2021 年 11 月 1 日

国際ロータリー第 2580 地区

ガバナー 若林英博

心よりお悔やみ申し上げます
東京新都心ロータリークラブ
田中高志（たなか たかし）名誉会員
ご逝去日 ２０２１年６月４日 享年９０
入会日

１９８８年９月２１日

田中公認会計士事務所

ポール・ハリス・フェロー
米山功労者マルチプル
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ご厚意に対し、深く感謝申し上げます。
9 月 30 日分まで 敬称略、順不同
マルチプル･ポール･ハリス･フェロー
5回

佐藤 利光

（東京青梅）

3回

石川 勲

（東京城東）

1回

大坪 英臣

（東京西北）

喜田 勇

（東京西北）

清水 修司

（東京西北）

奥田 陽一

（東京西北）

岡本 昌三

（東京城東）

篠田 秀樹

（東京城東）

森重 博

（東京西北）

新井 ゆみ子

（東京城北）

伊藤 隆子

（東京武蔵野中央）

松島 健

（東京お茶の水）

ポール･ハリス･フェロー

米山功労者・メジャードナー
15 回

野崎 一重

（東京東村山）

12 回

四方 満

（東京新宿）

米山功労者・マルチプル
4回

奈良 恒則

（東京新宿）

3回

平山 洋二

（東京新宿）

2回

田辺 正践

（東京城北）

・・・・・・・・・・・・・国際ロータリー第

2580 地区・・・・・・・・・・・・・・・

ウェブサイト

YouTube チャンネル

ひでりん
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