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司会：久保田英敬 副SAA 

ロータリーソング：国歌、奉仕の理想 

ソングリーダー：亀田泰司 副SAA 
 
 
 
 

◇地区研修協議会報告／次年度委員会 

          （司会：佐々木次年度幹事） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◇５月例会スケジュール（次々回以降） 

第２１３８回：２７日（月）夜間例会（東武BH） 

点鐘18:30～20:00閉会「ﾛｰﾀｰｱｸﾄと合同例会」 

◇５月例会受付当番 

本谷会員、小原会員、長尾会員 
 

◇５月のお祝いおめでとうございます 

＜会員誕生祝：４名＞ 

齊木会員・佐々木会員・白石(庄)会員・小原会員 
 

＜夫人誕生祝：１名＞ 冨重令夫人 
 

＜結婚記念祝：３組＞ 

安達会員ご夫妻・岩﨑会員ご夫妻・奥野会員ご夫妻 
 

＜皆勤祝：該当会員なし＞ 

 
 

             

司会：久恒康裕 副SAA 

ロータリーソング：それでこそロータリー 

ソングリーダー：田口直哉 副SAA 
 
 
 
 
三遊亭圓窓師匠（卓話者） 

猪飼 昭彦様(次年度北分区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐/東京板橋ｾﾝﾄﾗﾙRC) 

澤部 利藏様(次年度分区幹事／東京本郷RC) 

ブイ・トゥイ・ヒエンさん（2019学年度米山奨学生） 
 
 

 

１．本日は次年度北分区ガバナー補佐 猪飼様と分区幹事 

澤部様がご来会くださっておりますので、ひとことご挨

拶を頂戴したいと思います。 

 

猪飼次年度北分区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐(左)と澤部次年度分区幹事 

         第２１３６回例会号 ２０１９年５月１３日発行 

 本日のプログラム 

 

 本日の例会／第２１３６回例会（５. １３） 

） 

 

ゲスト・ビジター（４名） 

会長報告 

  前回の例会／第２１３５回（４. １５） 

  

 

お知らせ：クラブ内 

次回の例会／第2137回例会（5.  21 火曜） 
｢５ ク ラ ブ 合 同 例 会」 

会場／ホテルメトロポリタン４F「桜の間」 

時間／12：30時点鐘～14：１０閉会 

（11:30～3Ｆ「カシオペア」で受付、昼食） 

※20日（月）は振替休会 
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２．皆様のご協力により、当クラブは、昨年度における

ロータリー財団寄付で表彰を受けました。 

①100％Every Rotarian, Every Yearクラブ 

②100％ロータリー財団寄付クラブ 

地区より記念品が届きましたので、ご披露いたします。 

 
 

３．本日、2019 学年度米山奨学生ブイ・トゥイ・ヒエ

ンさんがご来会です。２年間当クラブでお世話いたしま

すが、今年度のカウンセラーは中里会員です。 

  

 

４．来週 23 日（火）は「地区研修協議会」が開催され

ます。次年度役職の皆様はよろしくお願いいたします。

｢次年度計画書｣の原稿依頼もお出しいたしますので、次

年度各委員長は期日までに提出をお願いいたします。 

 
 
 

【出席関連】 

①4月13日開催「地区インターアクト顧問教師会総会」

に安達会員が出席します。 

②4 月24 日開催「元青少年交換学生歓迎会」・4 月28

～29日開催「第31回全国RA研修会・RI第2700地

区RA第50回地区大会」・5月9日開催「(新旧)地区青

少年奉仕委員会」に平井会員が出席します。 

※本日、例会終了後に「理事・役員会」を開催致します。 

関係各位は宜しくお願い致します。 
 

 

 

◇卓話「笑顔は素顔」 

   三遊亭圓窓師匠   （田島会員紹介） 

 

 圓窓師匠、素晴らしい卓話をありがとうございました。 

 
 
 
 
 

会員数 出 席 欠 席 出席率 
3/25 

修正出席率 

32 25 7 78.12％  90.00％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 

プログラム 

＜ニコニコボックス＞ 
◇西澤会長：何でもないけどニコニコ！ 

◇本谷会員： 久しぶりです。これからもよろしく。 

◇齊木会員：(結婚記念)お祝いありがとうございます。  

◇蕪木会員：圧迫骨折で入院していた妻 多美子が12日退院 

しました。これからも仲良くしていきます。  

◇須藤会員：無理やり払います。  

◇竹内会員：佐藤さん、先日の宴席では大変お世話になりました。 

◇田島会員：(結婚記念・各種お礼)①結婚記念祝、ありがとう 

ございました。 

 ②近隣5クラブ親睦ゴルフ大会、準優勝しました。会長始め、 

 参加会員ありがとうございました。 

③本日の卓話、圓窓師匠です。よろしくお願いします。 

◇西部会員：皆様お久しぶりです。 

◇長尾会員：先日は５クラブゴルフお疲れ様でした。 

チーム準優勝でした！！ 

◇久保田会員：(夫人誕生・結婚記念)家内誕生日、結婚記念 

ありがとうございました。今後ともご指導よろしくお願い 

いたします。 

◇須藤(博)会員：(夫人誕生)妻の誕生日です。一緒に食事に 

行く予定です。 

～コメントなし～ 

◇佐藤幹事  ◇恩田会員  ◇関根会員  ◇岩﨑会員  

◇奥野会員  ◇中里会員  ◇冨重会員  ◇小原会員  

◇田口会員  ◇佐々木会員 ◇久恒会員  ◇亀田会員 

 

ご厚情に感謝いたします。 
 

 

 
 
 
 
 
 

出 席 報 告（４. １５） 

） 

 ９) 

201９学年度米山奨学生 

  ブイ・トゥイ・ヒエンさん 

共立女子大学 国際学部３年 
         （国籍／ベトナム） 
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◇◆４月「理事･役員会」報告 

日時／平成 31 年４月１５日(月)13:30～ 

場所／東武 BH 

出席者／西澤、冨重、奥野、佐藤、田島、西部、田口、 

須藤、岩﨑、中里（順不同、敬称略） 

＜議 題＞ 

◆報告事項 

①3/28（木）「2018-19 地区奉仕活動情報交換研究会」

登録料＋懇親会費の件（平井会員出席）：了承 

②4/2（火）「2019－20 北分区 B ｸﾞﾙｰﾌﾟ会長幹事会」

会費の件（浦野会員、佐々木会員出席）：了承 

③4/4 (木)「東京池袋 RC 創立 60 周年記念式典」 

登録料の件 

（西澤会長・佐藤幹事・平井会員・安達会員出席）：了承 

④4/4 (木)「米山奨学生およびカウンセラーオリエンテー

ション」登録料の件（須藤会員出席）：了承 

⑤4/7(日)｢在京･青少年奉仕包括成果発表会｣登録料の件

（平井会員出席）：了承 

⑥4/20(日)｢ローターアクト地区行事｣登録料の件 

（平井会員出席）：了承 

⑦4/23(火)「2018-19 年度地区研修協議会」 

登録料の件：了承（次年度役職会員 11 名出席） 

⑧4/24(水)｢元青少年交換学生歓迎会｣登録料の件 

（平井会員出席）：了承 

⑨4/28（日）～29（月）「第 31 回全国 RA 研修会・

RI 第 2700 地区 RA 第 50 回地区大会」登録料の件 

（平井会員出席）：了承 

⑩5 月 19 日～26 日開催「まちかど回遊美術館」受賞作

品へ『東京池袋西ロータリークラブ賞』図書券贈呈の件 

：了承 

◆審議事項 

①会長ノミニー選任の件：協議中 

②2018-19 年度東京 RC「東北すくすくプロジェクト」

協力の件：今年度は見送り 

③「RI2019 年決議審議会に対して当地区から提案する決

議案についての賛否の確認及び意見提出」について 

：当クラブからは特になし（賛成） 

④「東京フラフェスタ in 池袋 2019」協賛金の件：承認 

⑤名張ロータリークラブより合同例会申し出の件 

：継続審議 

⑥クールビズの件：5 月よりスタート 

＜次回（５月）｢（新旧合同）理事・役員会｣予定日＞ 

日時／平成 31 年５月 1３日(月)13:30～場所／東武 BH 

 

■コーディネーターニュース2019年４月号より 

会員増強と会員維持 

ロータリーには、重要な媒体が三つあります。第一は、

ロータリアン、第二は、ロータリークラブ、第三が、国際

ロータリーです。 

この三つの媒体の中で一番大事なものは何か？それはロー

タリアンです。 

ロータリアンが集まってロータリークラブが作られ、ロー

タリークラブが世界中から集まって国際ロータリーが成り

⽴っているのです。これら三つの媒体の中核にあるのはロ

ータリアンです。 

国際ロータリー（Rotary International RI）とは、クラ

ブの連合体であり、奉仕理念の提唱、 

ロータリーの拡大、情報媒介、連絡調整をその役割として

います。ロータリーの奉仕の理念を社会に提唱することと、

奉仕理念を社会に提唱していく拠点としてのロータリーク

ラブを地域社会に創って⾏くことであります。このことが、

会員増強に⼒を⼊れている本質的な理由なのです。会員が

増えてほしいという本来の⽬的は、奉仕の理念を理解し、

追求し、実践してくれる⼈々が一⼈でも多く集まって欲し

いからなのです。 

この中核となるロータリアンが、減少傾向にあることは大

変残念なことです。 

新しい会員が⼊会し、それと同じくらいの会員が3年もし

ないうちに退会し、結局会員数は増えないままです。世界

で120万⼈いる会員は、約20年間増えていないのです。

⽇本では、12万⼈いた会員が9万⼈になり、かつては3.5

ゾーンあったものが、現在の3ゾーンから、ついに2.5ゾー

ンになってしまいます。 

皆さんのクラブでは、会員が大切にされているでしょう

か。一⽣のお付き合いをしたいと思いながら友と接してお

られるでしょうか。半ば無理やり⼊会させられて、後はほ

ったらかし・・・。3年も経たないうちに興味をなくし、

友情を感じることもなく退会してゆく。 

50年も前に、あるガバナーが、会員増強についてこんなこ

とを話されました。「今や原⽯を磨く時ではないか」、そ

の⾔葉が忘れられません。仲間を大切にし、一⼈でも多く

の⼈々の役に⽴ちたい、地域のニーズに応えるお手伝いを

したい、という善意の⼈々の集まりであるロータリーの本

質を私たち会員が今一度考える時でないでしょうか。この

⽅と出会えてよかったと思えるその仲間を大切にす 

ることから再出発することこそが必要なのでは、と思うの

です。      国際ロータリー理事三木明（姫路RC) 

 

■コーディネーターニュース2019年５月号より 

ロータリーの未来のビジョン 

国際ロータリーは、戦略計画委員会がロータリアンを対象に、

3年に一度調査をしています。最終は2017年に実施されてい

ます。2017年調査は戦略計画の策定と、ロータリーの将来に
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関するビジョンについてロータリアンにアンケート調査しま

した。今回はローターアクター、学友、ロータリーの職員にも

広げました。総計28,000人を超える参加人数でした。 
 

結果、＜強み＞①クラブ例会を通じて友情と親睦を深めている。

②長期的なメンバーシップ（会員制）を強く望んでいる。③ロ

ータリーを通じて地元地域ならびに世界をより良くする機会

が与えられていると感じている。④関心を示している分野のほ

とんどは、ロータリーの重点分野及びポリオ撲滅活動によって

網羅されている。 

＜課題＞①若年層と女性会員とローターアクター、学友は若年

層と女性会員の割合が高まることを望んでいる。②情報の透明

性と説明責任は最優先事項であるがこの分野で後れを取って

いる。③クラブが戦略計画を立案すればするほど、会員の満足

度が高まり、ロータリーの将来に対する楽観的な見解が増える。

④かなりの割合のロータリアンが、変化のペースに苛立ちを感

じている。⑤多くのロータリアンが、所属クラブがより多くの

社会奉仕と国際奉仕のプロジェクトに参加することを望んで

いる。⑥プロジェクトや活動に十分参加しないクラブは、参加

意欲の低下や会員減につながる恐れがある。 
 

このような結果にて、ビジョン声明「私たちロータリアンは、

世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、持続可能な良い

変化を生むために、人びとが手を取り合って行動する世界を目

指しています。」が出されました。 

第２ゾーンロータリーコーディネーター  田中正規（西尾RC） 

 

ストーリーテリングの重要性 

昨年の3月に地域リーダー就任にあたってシカゴの研修で

学び、今でも鮮明に覚えていることの一つに、「ロータリーを

ストーリーで語ろう」があった。ストーリーで語ることで相手

に理解されやすく、影響を与えられると言う。因みにインター

ネットで「ストーリーテリング」を検索すると様々な有益な情

報が得られた。少し長いが引用する。「ストーリーテリングと

は伝えたい思いやコンセプトを、それを想起させる印象的な体

験談やエピソードなどの物語を引用することによって、聞き手

に強く印象付ける手法のことです。抽象的な単語や情報を羅列

するよりも、相手の記憶に残りやすく、得られる理解や共感が

深いことから、企業のリーダーが理念の浸透を図ったり、組織

改革の求心力を高めたりする目的で活用するケースが増えて

いる」とあった。ビジネスの世界で「自分の考えや思いを伝え

る」ことが大切であり、会社の経営理念や商品の説明、またブ

ランディングにおいてもストーリーで語ることは効果的とさ

れる。 

この時代、消費者の目は肥えてきて差別化が難しくなってき

ており、数字や表だけの説明だけではなかなか共感が得られな

くなってきているようだ。先ごろ科学者の学会発表においても

ストーリー仕立てにすることの必要性を説く「なぜ科学はスト

ーリーを必要としているのか」という大部な本（ランディ・オ

ルソン著、慶應義塾大学出版会）に出会った。副題に「ハリウ

ッドに学んだ伝える技術」とあった。著者は言う「物語は、信

じられないくらい強力だ。ビジネスの現場でのツールとしてだ

けではなく、世界を理解する上でも、その力は計り知れない」

と。 
 

ストーリーテリングの特徴は、語り手が自分の言葉に直して

語るところに特徴がある。同じ物語でも語り手によって味わい

を持たせることができる。 

ロータリーを外に向かって語るとき4つのボイスを活用す

ることが推奨されている。「賢明さ」「思いやり」「粘り強さ」

「行動を促す力」の４つである。先日、自クラブの「オープン・

ロータリー」で外部の人たち（入会被推薦者含む）を招き、こ

のボイスを使ってロータリーと自クラブの歴史を語る機会が

あった。２５分位の短い時間ではあったが私のスピーチとして

はこのボイスのお陰で珍しくまとまった話ができたように思

う。経験豊かなリーダーの世界的ネットワーク、６つの重点分

野、青少年交換、インターアクト、ローターアクト、米山記念

奨学会、ポリオ撲滅などのロータリーの活動をボイスの視点で

整理しながら情熱をもって語ったつもりだ。 
 

ガバナー、ガバナー補佐、地区委員長はロータリー（２つの

標語・ロータリーの目的・４つのテスト・戦略計画・中核的価

値観・ポリオ撲滅など）を語る機会が多い。その際にボイスを

活用しストーリーで語ることを強く推奨する次第である。 

第２ゾーンロータリー公共イメージコーディネーター  

柳生好春（野々市RC） 

 

 

 
 
 

◇ＲＩよりロータリーレートのお知らせ 

５月：１ドル＝１１２円 

            

お知らせ：クラブ外 


