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■公式訪問　
　ガバナー公式訪問が始まりました。7
月 2 週目、13 日（月）東京池袋西ロータ
リークラブから伺いました。1 週間に月、
水、木、金曜日と 4 日間、次の週は月、火、
水曜日とほとんど毎日のように出かけて
おります。7 月は結果として 13 クラブ訪
問しまたが、その他に予定していた 2 ク
ラブが感染症対応で例会が中止となって
しまいました。
　このコロナ禍で、　各ロータリーの例
会の対応が違います。あるクラブは、教
室型、180cm のテーブルに 1 人ずつ座り、
完全なソーシャルディスタンスを取って
おります。また、丸テーブルに 5 人程座
り、会食をするクラブも多くみられます。
また、広い宴会場でロの字型にテーブル
を置き、正面の方とは１４，５ｍ離れて
いる例会場もあります。様々な工夫をし
て例会を行っております。
　29 日に、東京ロータリークラブに行っ
て参りました。丸テーブルに 5 人座るス
タイルですが、関心致しました。テーブ
ルに紙が置いてありまして、そこに、テー
ブル毎に、名前を書きます。万が一、陽
性者が出た場合に、すぐ濃厚接触者がわ
かる仕組みです。
　いずれにしましても、コロナ禍の例会
で、工夫をされているところはお知らせ
ください。
　国際ロータリー（RI）ではリアルの例
会に出られない方のためにオンライン例
会またはオンラインとリアルの併用で参
加するハイブリッド例会も推奨されています。
　今月から沖縄の公式訪問が始まります。8 月は休会になっ
ておりましたが、コロナの陽性者の人数が収まり、再開さ

ガバナー　野生司 義光

れることを願いまして、公式訪問が出来ますよう願ってお
ります。

東京ロータリークラブの例会風景（上）とクラブ協議会（下）
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金谷 正次ガバナー補佐

（東京東ロータリークラブ）
　私の担当エリアは生まれ育った墨田区と私の事業所のあ
る江東区です。そして私の所属クラブは東京東ロータリー
クラブです。
　クラブ拡大表によれば東クラブから江東クラブ・向島ク
ラブが誕生して江東クラブから城東クラブとベイクラブが
できました。すなわち三代直系の関係です。
　東クラブは昨年 65 周年を迎えガバナーを 6 名輩出した伝
統あるクラブです。インターアクトクラブとローターアク
トクラブ両方を提唱しているクラブでもあります。
　江東クラブは前年度に東分区の IM をホストしましたが初
めて土曜日を選んでロータリーディを行い午前中から丸一
日の IM を立派に成し遂げました。メンバーは 20 名と少数
ですが若いメンバーと先輩方と連係うまくとりまとまって
いるクラブです。
　城東クラブは元分区代理と元ガバナー補佐の 2 名と前ガ
バナー補佐がいるクラブで今年の経済自粛の中いち早く退
会防止策を打ち出しました。
　向島クラブは昨年 50 周年記念例会を盛大に行いました。
今期は私と一緒に東分区を担当する廣田ガバナー補佐が所
属するクラブで心強いです。また元ガバナー補佐の私の兄
が所属しているクラブでもあります。
　ベイクラブは私の会社と同じ名で例会場室名も東雲とい
い私の会社が存在する地名と同じなのでとても親しみを覚
えます。今期 30 周年を迎えます。
　各クラブとも大変立派なクラブです。私の役目として各
クラブの持ち味を十分発揮して頂けるようガバナーの意向
を正しく伝達しお互いのクラブの良いところを伝えさらに
それぞれのクラブ活性化に寄与できれば幸いと考えます。

海老沼 孝二ガバナー補佐

（東京江北ロータリークラブ）
　東分区のガバナー補佐に就任しました東京江北 RC の海
老沼孝二です。
　私が担当させていただくクラブは東京江戸川、東江戸川、
江戸川中央、臨海、臨海東、臨海西の 6 クラブです。
　1 年間、野生司ガバナーの補佐役として、金谷ガバナー補
佐、廣田ガバナー補佐と共に、ガバナーの考えをクラブに
解りやすく伝えると共に、分区で結ばれた各クラブが、刺
激し合いながら各地域でより活躍できるよう、お手伝いを
したいと考えております。

　まさにコロナ禍でのスタートとなる事業年度です。江戸
川 6 クラブも厳しい環境下での船出となりました。会員の
経営する事業もコロナの大きな影響を受け、皆さんが経営
者として正念場を迎えています。しかし、こんな時だから
こそ「ロータリーって何だ？」を真剣に考え、魅力を再発
見し、仲間から活力を得、ロータリアンとして胸を張って
奉仕活動を進めたいものです。
　3 月 8 日（月）開催予定の IM は、厳しい経済環境下だか
らこそロータリーの価値・魅力を参加者で確認し合える絶
好の機会にしたいと思っています。
　ロータリーの会員は専門職業人や企業経営者が中心です。
厳しい環境にこそ「奉仕の理想」の理念は磨かれ、仲間の
励ましと共に会員の結束は強くなるのではないでしょうか。
　そしてこれを越えた時、ロータリーの魅力は更に高まり
会員増強へ繋がって行くのではないでしょうか。
　「奉仕の理想」にもとづく会員の職業の発展こそ、ロータ
リー最大の魅力であり、それが社会奉仕、青少年奉仕、国
際奉仕へと進んで行ければ素晴らしいと思っています。
各クラブの発展を願って精一杯お手伝いをさせて頂きます
ので、一年間よろしくお願いいたします。

廣田 健史ガバナー補佐

（東京向島ロータリークラブ）
　世界中を混乱の渦に巻き込んだ新型コロナウイルス感染
症、最多のアメリカを筆頭に世界の感染者が 1,800 万人を超
え、未だ先行きの見えない厳しい状況下にあります。
　人々の行動を制限するか、経済活動を優先するか、名だ
たる企業のほか、特にサービス業においては業績の悪化が
著しく、どちらを優先するか、対策に苦慮する各界の事情
は複雑です。
　私は 2020 ～ 2021 年度ガバナー補佐を拝命した東京向島
ロータリークラブの廣田健史です。担当は足立区、葛飾区
の 5 クラブです。
　私たち多くのロータリアンは、これまで戦争を体験する
こともなく平和な日々を過ごしてきましたが、未だかつて
経験したこともない、このような非常時におけるロータリー
クラブの役割とは何か、何をなすべきかを考えます。
　もちろん各クラブでも議論されており、東分区 IM 実行委
員会では、“ロータリーに入っていて良かった”をテーマに
全員参加型で考えます。
　一人の力は限られており、今こそ積み重ねてきた歴史と
実績に裏打ちされたロータリーの真骨頂である社会に奉仕
し、仲間を助け、この困難に立ち向かうことこそ重要であ

ガバナー補佐への就任にあたって（東、武蔵野、多摩、沖縄分区）
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ると思います。その結果 RC 活動に対する公共イメージ、
社会的認知度は高まり、会員増強にも繋がると思います。
　担当する下町 5 クラブは、それぞれに地域性があり、個
性豊かでバランスの良いクラブが多いです。
　今年度の会長、幹事はコロナ禍にあり、自身も辛く厳し
い状況下にありながら、クラブの運営について率先垂範し、
前向きに行動していただいています。
　順不同にて紹介いたします。
・東京葛飾中央 RC　中村会長　米山幹事
　ターゲット：伝えよう繋がろう、そして楽しもう。
　例会場は寛政 2 年創業、柴又の老舗川魚料亭の川甚（日
本料理）。
　少数精鋭の料亭例会で独特な温かい雰囲気のクラブライ
フ。事業は地域の恒例行事となった 22 回開催の夢コンサー
ト（かつしかシンフォーニーヒルズ）。中村会長の意欲を感
じました。
・東京葛飾東 RC　鈴木会長　武井幹事
　ターゲット：思いやりで人と繋がるロータリー
　18:30 点鐘の夜間例会。亀有で有名な料理店　須田。
　松坂パストガバナー所属クラブ。30 分の打合せでしたが
鈴木会長の改革パワーを感じました。チームワークは抜群
で、行政とのパイプにより連携が良く取れています。課題
は会員増強。
・東京葛飾 RC　町山会長　齊藤幹事
　ターゲット：ロータリーの不易流行を学び、出会いを広げ、
関係を深めよう
　例会場は西洋料理の草分けとして明治 5 年創業の上野精
養軒。
　歴史あるベテランメンバーによる運営、例会場の和やか
な雰囲気も良く、町山会長もロータリーに対する問題点を
常に意識されており、会員増強、公共イメージ、マイロー
タリーに対し前向きに取り組まれていると思います。
・東京足立 RC　石渡会長　高橋幹事
　ターゲット：脚下照顧、温故知新
　例会場はシティーホテルの浅草ビューホテル。
　コロナ禍によるロータリー活動への危機感、会員増強に
対する問題意識の高さを強く感じました。例会出席の折、
コロナ感染防止の自粛要請により出席者が少なく、伺えば
前年度から諸事情により退会者が多くなっており、今年度
は会員増強が必要かと思います。例会運営はまとまりが良
く、うまく運営されています。
・東京江北 RC　守谷会長　高橋幹事
　ターゲット : ロータリーの寛容の精神で奉仕しよう
　例会場は上野精養軒。
　創立 60 周年おめでとうございます。歴史ある、充実し安

定したクラブです。守谷会長はロータリーについて詳しく、
情熱を感じました。鈴木喬パストガバナーをはじめベテラ
ンの方が多く、温かく素晴らしい例会でした。

飯村 雅洋 ガバナー補佐

（東京武蔵野中央ロータリークラブ）
　武蔵野分区の東京武蔵野 RC、東京小平 RC、東京田無
RC、東京東久留米 RC、東京保谷 RC と私の所属する東京
武蔵野中央 RC を担当します、飯村です。よろしくお願い
いたします。
　新型コロナウイルスの影響で各クラブ休会が続き、どう
にか 6 月から再開ができた状況です。　但し、2 クラブの例
会場が閉鎖されており、臨時の会場の手当てにご苦労され
ています。
　現在までのガバナー補佐としての活動は、1 月 24 日に第
1 回会長幹事連絡協議会、6 月 19 日第 2 回を開催しました。
　内容は、ホルガ―・クナーク RI 会長のテーマ「ロータッ
リーは機会の扉を開く」の意味と、3 色のカラーは何を表し
ているのかを説明、続いて、野生司ガバナーの活動方針で
あります

1．会員増強を 5 年計画で 500 名、今年度は 100 名を増強
すると共に退会防止にも努める

2．公共イメージの向上を強化することにより、会員増強
に繋がることを理解していただく、

各クラブに公共イメージ向上委員会を設けるか、担当委
員を決めていただく。

3．分区毎にロータリーデーを開催し、世界で良いことを
している団体であることを、地域社会へ認知していた
だく。まさに公共イメージの向上であり、会員増強へ
繋がる。
　このことについては、各クラブへのアンケートを実
施しました。

4．今年度は地区の社会奉仕委員会、国際奉仕委員会、青
少年奉仕委員会を一つの奉仕プロジェクトグループと
しましたので、各クラブに於いても、これらの３奉仕
委員会が協力して、多くの会員が参加できる奉仕活動
を実施いていただきたい。また、このことをきっかけ
に CLP 導入の検討がし易くなると考えます。

なお、ガバナー補佐の役割を説明すると共に、6 クラブ合同
情報交換会の開催、新会員向けオリエンテーションの実施
のお願いをして理解を求めました。
11 月 5 日に予定しておりました IM を 3 月 2 日に延期して、

「クラブの成長＝分区の活性化」をテーマに実施いたします。
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小峰 博昭ガバナー補佐

（東京青梅ロータリークラブ）　　　　　　　　　　
　今年度はスタート以前から新型コロナウイルスの影響で、
多摩分区に於きましてもご多分にもれず予定が大幅に変更
せざるを得ない状況でありますが、行動理念の根本は何事
に於いても先ず会員の生命の危険を回避することであると
思っています。当分区では年 6 回偶数月に分区連絡会を各
クラブ持ち回りで行っています。第１回は６月２6 日に行わ
れる予定でしたが紙上分区連絡会とし、各クラブより紙上
にて報告して頂きました。以下①会長テーマ、②この一年
にかける思い、③年間計画の中で特記する行事など、④新
年度スタートの会員数、⑤その他となっています。
・東京青梅 RC　塩野淳巳会長
①万里一空　②困難を乗り越えて再び皆が安心して暮らせ
るように是々非々で臨みたい。③夏季少年野球大会。台中
港 RC 姉妹クラブ続盟式。台北年次大会。④ 40 名。⑤現在
特になし
・東京東村山 RC　野村高章会長
①七転び八起き。②新型コロナウイルスが終息し国際交流
の実現を願う。③第５回東村山歩こう会。地区ゴルフ決勝
大会。米山奨学生受け入れ。④正会員 27 名（男性 26 名、
女性１名）名誉会員１名。⑤現在特になし
・東京福生 RC　齋藤文人会長
①つなげようロータリーの輪・つたえようロータリアンの
想い。②会員増強。公共イメージの向上。クラブ内の職業
奉仕。ロータリー財団補助金活用。鳳山 RC 公式訪問。③
地域貢献事業予定（時期未定）、新型コロナウイルス対策。
④ 43 名。⑤現在特になし
・東京東大和 RC　金野眞一会長
①例会の充実を持って知り合いを広める機会としましょう。
②会員増強（次年度 50 周年）。③喜多方 RC30 周年記念事
業参加。④ 20 名。⑤現在特になし。
・東京武蔵村山 RC　新海正人会長
①メンバーの輪を大切に！　生業を語り合い、地域と共生
しながらロータリーを発展させよう。②月一回の夜間例会
開催（創業社長を中心に卓話をして頂き、タブー視されて
いたメンバー間の仕事の話等をし相互にもっと話し合える
機会を作り生業をキーとしたコミュニケーションとクラブ
の結束を密にする）。③現在特になし。④ 31 名。⑤現在特
になし。
・東京秋川 RC　山下克己会長
①クラブに活力を　そしてともに夢を！②退会者を出さず
会員増強。③地区補助金プロジェクトの実施。④ 44 名。⑤
例会場にて例会実施（昼食持ち帰り）　

安里 政晃ガバナー補佐

（那覇ロータリークラブ）
  沖縄分区のカバナー補佐に就任致しました那覇 RC 所属の
安里 政晃です。西村カバナー補佐と共に沖縄分区を担当さ
せていただきます。一年間よろしくお願いいたします。
  沖縄分区は離島の 2 クラブを含む 11 クラブで構成されて
おり、私は名護、コザ、石垣、那覇東、那覇北、那覇の 6
クラブを担当させていただきます。
  本年度はコロナ禍での船出となり、各クラブも準備もまま
ならない中でのスタートを余儀なくされました。このよう
な未曽有の危機の中、会員の減少をはじめクラブ運営等で
大変ご苦労されているクラブも多くあり、野生司カバナー
はじめ地区委員会と連携を図りながら各クラブをお支えし
て参る所存です。
  現在、沖縄でも新型コロナ感染が急激に拡大し、従来のロー
タリー活動を維持することが非常に難しい環境になりつつ
あります。また、沖縄では観光産業に関連した会員が多く
在籍し、大打撃を受けながらも頑張っている会員が多数存
在しています。こんな大変な時にロータリー？と言われる
ことも確かにあります。ですが、こんな時だからこそロー
タリーの奉仕の理想の実践が問われていると思っています。
活動の形は変えることも必要だと思いますが、奉仕の理想
の理念に基づいた我々の活動が今こそ求められていると思
います。
　困難な時代だからこそ社会情勢を見極めつつ、クラブの
状況を把握し連携を図ることでクラブ運営の一助となれる
よう努めてまいります。
　最後に、我々ロータリアンがアフターコロナの時代への
機会の扉を開く。そんな気概をもって一年間カバナー補佐
として、なによりロータリアンとして行動して参ります。
共に頑張って参りましょう。

西村 眞一ガバナー補佐

（那覇東ロータリークラブ）
　沖縄分区ガバナー補佐の西村眞一です。
　私の担当クラブはまず、沖縄分区内で過去に地区ガバナー
を３人（松島寛容、小堀啓介、石川正一）輩出した伝統と
実績のある那覇西ＲＣです。当クラブは「明日を担う青少
年を継続的に熱意をもって支援するクラブ」をモットーに、
これまで 34 年間学業成績優秀な学生に 1 年間奨学金を支給
するという事業を継続して実施しており、沖縄分区内での
リーダー格のクラブであります。
　次に昨年離島のハンディを乗り越え、少人数クラブなが
ら沖縄分区ＩＭを大成功裏に導いた宮古島ＲＣです。当ク
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ラブは近年、新旧の入替が活発で多くの若い会員が積極的
に活動しているこれからが非常に楽しみなクラブでありま
す。
　続いては沖縄の普天間基地の隣にあります宜野湾ＲＣで
す。当クラブは女性会員が 12 名で全会員数の 4 割近くを占
め地区内最多の女性会員の比率を誇っております。毎年青
少年交換事業に力を入れホストクラブ、スポンサークラブ
ともに積極的に引き受けております。
　続いては首里城の近くに例会場をもつ浦添ＲＣです。当
クラブの田中久光会長は「ロータリークラブは、出逢い〈親
睦〉、そして社会への貢献〈奉仕〉を始めとする、いろんな

自己の新しいドアがあるところ」と理解し、今年度テーマ
を「仲間を増やそう」と呼び掛けております。
　最後になりますが、昨年地区大会のホストクラブを担当
した那覇南ＲＣです。地区で初めてロータリーデーを開催
し、那覇市民にロータリーの活動状況を広く周知し、マス
コミにも大きく取り上げていただきました。以上、「ロータ
リーは親睦から、親睦は出席から」をモットーに、楽しい
例会の中で会員一人一人が奉仕の理想を育んでいけるよう 1
年間お世話をさせていただきたいと考えております。よろ
しくお願いします。

記念切手
「日本のロータリー 100周年」
発行のお知らせ

日本のロータリー	 委員長	 三木　明
100周年実行委員会	 副委員長	 辰野克彦
	 記念事業等委員会委員長	 鈴木　喬
	 事務局長	 水野　功

謹啓　皆様におかれましては、コロナウイルス
への対応は追われる日々ではございますが、新
しい年度を歩み始めたことと存じます。
　厳しい時期ではございますが、新しい丁寧な
行動をしつつロータリー活動をお進め頂きたい
とお願い申し上げると共に、一日も早く感染が
収まることを念じております。
　さて、1920 年 10 月に東京ロータリークラブが
設立され、日本にロータリー活動がスタートし
て、本年で 100 年を迎えることになります。
　その貴重な機会を祝うために、日本のロータ
リー 100 周年実行委員会では、100 周年の鐘の寄
贈、100 周年記念ピンバッジの作成、記念式典の

検討等鋭意準備を進めております。その一環といたしまして、この度、日本郵便株式会社様にご決定頂き、特殊切手（記
念切手）「日本のロータリー 100 周年」を発行することになりました。ここにお知らせ申し上げます。
　この記念切手は、私達のロータリーの活動を日本の皆様にお伝えできるように、ロータリーが 支援する 6 つの重点
分野をデザイン化しております。日本のロータリーが独自に進める奉仕活動である「米山記念奨学会」も加えており
ます。
　ロータリーの事を知らない多くの方へ目にして頂けるような、可愛いデザインで公共イメージ向上にも大きく寄与
できるものと考えております。
　つきましては、発行を日本の各地区ガバナー事務所から全クラブへ、そして日本のロータリアンの皆様へお知らせ
頂きたくお願い申し上げる次第です。何卒、よろしくお願い申し上げます。尚、発行日（発売日）は、2020 年 9 月 18
日となっております。ロータリー以外の方々の購入も予想されますので、地域の郵便局に早めにご予約することをお
勧め申し上げます。
　末筆乍ら、各地区のますますのご繁栄と皆様のご健勝、ご活躍を心よりお祈りいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

謹白
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RI 第 2580 地区ローターアクト
RI 第 2720 地区（熊本 ･ 大分）へ
支援物資提供のご報告

報告者 地区ローターアクト代表 鈴木宏美
令和 2 年 7 月豪雨にて被災した国際ロータリー第
2720 地区ローターアクト代表の宮ノ原さんにご連
絡をし、地区ローターアクト委員長の中山様のご配
慮で、熊本県八代市へ支援物資を提供しました。被
災地でいま必要とされているものを確認し段ボー
ル 5 箱分をお送り致しました。具体的には日用品を
中心に、蚊取り線香、ごみ袋、レトルト食品、飲料、
ラップ、アルミホイルなどを地区内有志のローター
アクターより提供してもらいました。小さな支援か
もしれませんが、少しでも現地で困っている方々の
お役に立てればと思います。

2019 年 7 月 1 日 クラブ数

2019 年 7 月 1 日 会員数

（内女性）

2020 年 7 月 31 日 クラブ数

2020 年 7 月 31 日 会員数

（内女性）

2020-21 年度入会者

2020-21 年度退会者

2020-21 年度会員増減数

 70 RC

 2,868 名

 204 名

 70 RC

 2,901 名

 209 名

 47 名

 14 名

 33 名

 会員数報告

ロータリー財団アーチ・クランフ・ソサエティ

管理委員会

サークル 吉田　雅俊 （東京新都心）  

ロータリー財団メジャードナー    

レベル 1 佐藤　利光 （東京青梅）  

マルチプル ･ ポール ･ ハリス ･ フェロー

2 回 小林　豊 （東京武蔵野）  

1 回 髙倉　秀彦 （東京武蔵野） 正野　建樹 （東京武蔵野）  

 

ポール ･ ハリス ･ フェロー    

  星野　大記 （東京本郷） 村上　誠 （東京武蔵野） 

米山功労者・メジャードナー    

64 回 平野　正俊 （東京小石川）  

29 回 鈴木　喬 （東京江北）  

20 回 斉藤　雅夫 （東京お茶の水）  

18 回 黒沢　雅寛 （東京北）  

14 回 江頭　啓輔 （東京） 野崎　一重 （東京東村山）

13 回 瀬間　義信 （東京葛飾）  

10 回 藤谷　護人 （東京麹町） 宮島　俊雄 （東京ベイ）  

 

米山功労者・マルチプル    

9 回 宮﨑　慶男 （東京福生） 比留間孝司 （東京武蔵村山）

8 回 榛村　浩一 （東京セントラルパーク） 南山　幸弘 （東京池袋）

7 回 長與　博典 （東京後楽）  

6 回 松林　茂 （東京セントラルパーク）  

5 回 加古　博昭 （東京池袋） 茶木　泰風 （東京小石川）

4 回 柴田　和正 （東京四谷）  

3 回 園部　経夫 （東京上野） 西村　眞一 （那覇東）

2 回 生沼　芳則 （東京臨海西） 齋藤　文人 （東京福生）

    

米山功労者    

 小泉　博明 （東京池袋） 塚田真一郎 （東京上野）

ご厚意に対し、深く感謝申し上げます

2020 年 7 月 31 日分まで　敬称略　順不同

ガバナー月信担当副幹事　平井憲太郎（東京池袋西 RC）


