
 1 

 

 皆さん、こんにちは。

ガバナーの若林英博で

す。早くも 12 月を迎え

ました。今のところコロ

ナの感染者は引き続き

減少しているようです。

このまま減少が続けば

良いですね。        （写真：11月 24日東京臨海 RC公式訪問） 

各クラブの例会は対面あるいはハイブリッドで開催されています。新型

コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」の感染が世界で広がって

いることが心配です。まだ分かっていないことが多いので、政府や厚生労

働省といった公的機関や複数の専門家による発信など、信頼できる情報源

を参照するようにしていただければと思います。 

 

オープン例会、好結果がでましたね 

嬉しいお知らせです。10 月にオープ

ン例会を実施したのは 70 クラブ中、29

クラブでした。現在までに報告があっ

た 26 クラブの集計では、ゲストは 167

名、その内、入会の可能性のある方は

63 名とのことでした。1 クラブ平均約

2.5 人。捕らぬ狸の皮算用ですが、70 全てのクラブが開催されたら、175

名の会員増強になります。すごいですね。今回実施されなかったクラブは

来年 2 月 14 日からのリベンジウィークでぜひ実施をお願いいたします。 
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会員候補者としてご招待するゲストの他に、やむなく退会された元会員、過

去に入会を勧めたがその時は断られた方、その方たちにも声をかけましょう。

状況が変化して、今なら入会できるかもしれません。学友、米山奨学生、ロー

ターアクターもオープン例会の日に招くと、ロータリーの多様性をゲストに示す

ことができるかもしれません。 

そして今回実施されたクラブも、

もう一度 2 月に一緒に開催されれ

ば如何でしょうか？ 

二匹目のドジョウは必ずいますよ。 

 

 

 

（写真：10月 19日東京武蔵野 RCオープン例会） 

 

さらなる飛躍を 

 コロナが収束してきたことで、ようやくクラブの活動がリスタートしま

した。会長・幹事の皆さんには、親睦、奉仕、研修、全てにゴーサインを

お願いしたいところではありますが、再度感染拡大が起こるかもしれませ

んので、注意しながら用心に用心を重ねての活動をお願いします。 

 クラブの周年事業の事ですが、節目節目でのクラ

ブのお祝い、記念事業等検討されていると思います。

周年事業はクラブのステップアップのチャンスで

す。クラブの体力にもよりますが、特に子クラブ、

ロータリー衛星クラブ、ローターアクトクラブの設立を

考えてはいかがですか？衛星クラブは最低人数 8

名で設立でき、例会の時間や場所、会費を自由に設

定可能です。衛星クラブの会員はスポンサークラブの

会員（ロータリアン）として活動する機会も得ます。 
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ローターアクトクラブは設立時の最低人数の決まりはありませんが、8

名程度の会員候補者が揃ったら申請を具体的に検討する目安となります。

30 歳の定年が撤廃されましたので、ローターアクトの可能性は広がって

います。将来、衛星クラブやローターアクトクラブのメンバーの方たちに、ロー

タリークラブに移っていただくことは可能ですから、ロータリークラブにとっても、

安定したクラブ運営につながる制度だと思います。 

クラブに戦略計画や、ビジョン検討委員会が無ければ、どうか委員会を

設立してください。クラブのあり方、3 年後 5 年後のクラブの目標を設定

して、方針をお決めください。ロータリーは単年度制ではありますが、将

来にわたってクラブの核、又は芯となるものは必要と思われます。 

 

会員とクラブが主役の地区大会 

3 月 2 日・3 日は地区大会です。ＲＩ会長代理は、裏千家

千玄室大宗匠に正式に決まりました。来年 99 歳になられま

す。私たちに何を伝えていただけるのか、今から楽しみ

です。 

地区大会ではアワードとフォトコンテストをいたします。クラブと会員

が主役の楽しい大会になるように、鋭意準備をしています。特に会長全員

のお席を壇上に設けます。もしアワードを受賞されましたら会員の皆さん

は会場から会長にエールを送ってあげてください。 

楽しい大会を目指します。 

 

情報発信 

国際ロータリー第 2580 地区公式ＬＩＮＥアカウン

トを作りました。ＬＩＮＥをお使いの皆様に、お友

だち追加をしていただきたくお願いいたします。地

区大会の情報や、動画公開のお知らせをＬＩＮＥか

らも流します。 

https://lin.ee/mnadVuR
https://lin.ee/mnadVuR
https://lin.ee/mnadVuR
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なお、地区のウェブサイトには、地区の YouTube チャンネルで公開中の

動画を埋め込んでいます。様々なロータリー活動の中から皆さんが知りた

い内容を厳選して、アップしています。沢山の番組が並んでいますが、必

要な番組を選んでご視聴ください。必ずわかりやすい飛び切りの情報が得

られるはずです。 

今年も一年お世話になりました。少々早いですが、どうぞ良いお年を迎

えてください。 

皆さんと共にロータリーを楽しみましょう。ありがとうございました。 

 
2021 年 12 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 

 

小山 昌之（こやま まさゆき）会員 

東京小石川リータリークラブ 

ご逝去日 2021 年 8 月 23 日 享年 53 

入会日  2020 年 4 月 3 日 

㈱コヤマ代表取締役社長  

ポール・ハリス・フェロー 

米山功労者マルチプル 

 

田宮 力（たみや ちから）会員 

東京武蔵野ロータリークラブ 

田宮税理士事務所 所長 

ご逝去日 2021 年 11 月 17 日 享年 86 

入会日   1991 年 7 月 2 日 

米山功労者 メジャードナー 

https://www.youtube.com/channel/UCNQg1yd0OHQdljFbdm4OA7Q
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ご厚意に対し、深く感謝申し上げます。 

10 月 31 日分まで 敬称略、順不同 

 

ロータリー財団・メジャードナー   

レベル 1 佐藤 文則 (東京四谷)     

 

マルチプル･ポール･ハリス･フェロー 

  

4回 宇津木奈保美 （東京ワセダ）     

3回 荒井 弘之 （東京ワセダ） 片岡 荘子 （東京ワセダ） 

  荒井 知久 （東京江戸川） 岩倉 弘毅 （東京江戸川） 

  上野 操 （東京江戸川）     

2回 清水 英世 （東京西北） 中村 浩 （東京神田） 

  中島 弘人 （東京ワセダ） 村瀬 和夫 （東京ワセダ） 

  福地 桂之助 （東京ワセダ） 柳下 久米夫 （東京ワセダ） 

  増田 雅秀 （東京ワセダ） 岡本 紀雄 （東京江戸川） 

  後関 和之 （東京江戸川） 山本 和夫 （東京江戸川） 

1回 石澤 長一郎 （東京神田） 熊谷 和男 （東京神田） 

  信井 文夫 （東京ワセダ） 小林 美智子 （東京ワセダ） 

  三善 里沙子 （東京ワセダ） 齋藤 成彰 （東京ワセダ） 

  西村 静枝 （東京ワセダ） 太川 玉緒 （東京ワセダ） 

  田近 利夫 （東京ワセダ） 堀 恵介 （東京ワセダ） 

  源 真里 （東京ワセダ） 小林 司 （東京江戸川） 

     

ポール･ハリス･フェロー    

  白川 保友 （東京西北） 児玉 正孝 (東京神田） 

  中島 英嗣 (東京神田） 大岩 紘 (東京神田） 

  髙柳 憲嗣 (東京神田） 塚田 司郎 (東京神田） 

  大野 平 (東京江戸川）     

 

ベネファクター     

  濱子 仁博 （東京ワセダ）     

 

米山功労者・メジャードナー    

51回 岡部 悠 （東京新宿）     

36回 濱野 堅眞 （東京）     

32回 長嶺 彰信 （東京練馬西）     
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米山功労者・メジャードナー（続き）    

28回 坂戸 昌彦 （東京葛飾）     

21回 小原 武夫 （東京練馬西）     

19回 杉浦 正和 （東京） 金田 康男 （東京紀尾井町） 

18回 坂下 博康 （東京北） 池田 正孝 （東京江戸川中央） 

15回 松坂 順一 （東京葛飾東）     

14回 竹中 康一 （東京） 芝 久雄 （東京江北） 

  瀬間 義信 （東京葛飾）     

12回 林 克昌 （東京）     

10回 國分 勘兵衛 （東京） 伊藤 隆 （東京江北） 

  岩倉 弘毅 （東京江戸川） 當麻 誠 （東京東村山） 

 

米山功労者・マルチプル    

9回 小池 孝 （東京） 榛村 浩一 （東京セントラルパーク） 

  横山 巖 （東京江戸川）     

8回 水野 正人 （東京） 四分一 明彦 （東京板橋） 

  迫 幸治 （那覇東）     

7回 浅野 茂太郎 （東京） 井上 義勝 （東京葛飾東） 

  矢作 文弘 （東京江戸川中央）     

6回 伊部 幸顕 （東京） 蒲野 宏之 （東京） 

  福井 俊彦 （東京） 関口 晃市 （東京葛飾） 

  安里 政晃 （那覇）     

5回 宮本 卯之助 （東京浅草） 廣内 世英 （東京豊島東） 

  荒井 知久 （東京江戸川） 森田 知行 （東京江戸川） 

4回 馬城 文雄 （東京） 榎本 孝之 （東京練馬西） 

  片岡 荘子 （東京ワセダ） 小林 征夫 （東京池袋） 

  山之内 敏彦 （東京板橋） 大角 泰生 （東京リバーサイド） 

  畠山 信弘 （東京江北） 関口 眞司 （東京江戸川） 

  皆川 英久 （東京江戸川中央） 田中 重義 （東京東村山） 

3回 鈴木 一成 （東京新宿） 岡部 安治 （東京新宿） 

  大谷 昌義 （東京新宿） 三柴 直道 （東京浅草） 

  畑 俊一 （東京浅草） 冨士 滋美 （東京浅草） 

  山本 勇 （東京浅草） 松田 行央 （東京秋川） 
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米山功労者・マルチプル（続き） 

2回 安藤 公一 （東京） 神尾 友信 （東京） 

  植﨑 茂 （東京浅草） 田北 健志 （東京江戸川中央） 

  岡野 悦史 （東京秋川） 喜納 兼功 （那覇東） 

 

米山功労者     

  野村 洋 （東京） 川村 修三 （東京） 

  高橋 秀行 （東京） 平井 正修 （東京） 

  松岡 昇 （東京） 浅見 享 （東京紀尾井町） 

  増子 信介 （東京板橋） 猪飼 昭彦 （東京板橋セントラル） 

  岩崎 和浩 （東京江北） 稲山 雄一 （東京江戸川） 

  番場 恵介 （東京江戸川中央） 市川 隆信 （東京臨海東） 

 

 

もっと元気なクラブになるためのワークショップのお知らせ 

沢山の方にご参加いただきたくお願い申し上げます 

 

1月 27日（木）ワークショップ（日常における職業奉仕の実践その 2） 

講師：漆原摂子様  

国際ロータリー第 2790 地区・2020-21 年度ガバナー・勝浦 RC 

：中川雅雄ガバナー補佐 東京浅草 RC 

 

2月 9日（水）ワークショップ（公共イメージとデジタル化推進） 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・国際ロータリー第 2580 地区・・・・・・・・・・・・・・ 

   ウェブサイト       LINE アカウント        YouTube チャンネル          

 

 

 

 

https://www.rid2580.org/monthly/
https://www.youtube.com/channel/UCNQg1yd0OHQdljFbdm4OA7Q
https://lin.ee/mnadVuR

