
本日のプログラム

2021-22年度クラブ会報 第10号 2021年9月28日発行

9月29日（水) zoom開催

・卓話 「創業者・経営者の想い」

薄井 政光 会員

2021年9月22日 第2342回 例会報告

次週のプログラム

10月6日（水）

・全員クラブ協議会

東京武蔵村山ロータリークラブ

Weekly Report

2021～22年度国際ロータリー会長テーマ

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

RI会長 シェカール・メータ

２０２１～２２年度東京武蔵村山ロータリークラブテーマ

クラブの未来を築くために行動しよう

第５０代会長 宮﨑 茂夫

・卓話 ロータリーにどう向き合いますか？

～最初の一歩として『職業奉仕』～

比留間 孝司 クラブ研修リーダー



・点 鐘 宮﨑 茂夫 会長

・進行 内野 均 会場運営委員

・出席報告 内野 均 会場運営委員

会 員 数 出席者数 出 席 率 前々回出席率修正

31名 25名 100% な し

＊緊急事態宣言発令間の例会は全て出席扱い
と、理事会にて承認されております。

○「世界ポリオデー トレインジャック」プロジェクト 20
21ではJR東日本のすべての女性専用車両（京
浜東北線・根岸線、埼京線、りんかい線、常磐線
各駅停車、つくばエクスプレス、中央線快速、中
央総武線各駅停車、青梅線、五日市線）および
南武線、横浜線の1編成に「END POLIO NOW」
などのポリオ根絶を呼びかける中吊り広告を出し
ます。 ⇒資料②

○「世界ポリオデー トレインジャック」プロジェクト 20
21ではウォークラリーも行います。丸の内仲通りを
東京駅側から有楽町駅前広場まで、「END POLI
O NOW」とプリントされた赤いTシャツとマスクを身
につけてゆっくり歩きます。

・日時 10月24日(日)13:30集合 ⇒資料③
・集合場所 行幸通り丸の内ビルディング前
・事前登録 クラブで登録用紙にご記入の上、メー
ルかFAXで送付

○「世界ポリオデー トレインジャック」プロジェクト 20
21では募金箱も作成

・駅前での募金活動など、ポリオ根絶の募金イベン
トを行うクラブに差し上げます。 ⇒資料④

・希望するクラブは以下をガバナー事務所までご連
絡ください。（在庫があれば何月の発送でも可）

○「世界ポリオデー トレインジャック」プロジェクト 20
21では”ポリオ根絶活動に関わる全ての人々が
交流を図る場として2021年10月24日(日)に有
楽町前広場にてミニコンサートやフードコートを開
催いたします。”と予告されております。しかし現在
までにイベントの詳細について主催の第2750地
区から連絡が来ておりません。
緊急事態宣言が9月末まで延長されるなど新型
コロナウイルスの問題があるため、調整が難しいの
かもしれません。
イベントに関しては、情報が入りましたら共有いたし
ます。

○地区大会アワードのご案内 ⇒資料⑤～⑦

○献血へのご支援ご協力お願い
【ガバナー 若林英博】⇒資料⑧

・献血の窮状を知り、若林ガバナーより献血への支
援協力のお願い

本日の卓話はクラブ研修リーダーの比留間孝
司会員の「ロータリーにどう向き合いますか？
～最初の一歩として『職業奉仕』」です。
よろしくお願いします。

○「世界ポリオデートレインジャック」プロジェクト
2021 ⇒資料①

・日時 2021/10/18～10/24
・内容 中吊り広告

有楽町前広場でのイベント、ウォークラリー
・主催 国際ロータリー第2750地区
・共催 国際ロータリー第2580地区,第2590地区,
第2770地区,第2790地区

・協賛 サノフィ株式会社 協力 株式会社オクトン

・会務報告 宮﨑 茂夫 会長

○社会活動ご報告のお願い ⇒資料⑨
・社会奉仕活動実施情報を求めています。
特に、新型コロナウイルスで困っている方を支援
する活動に関する情報

・地区のウェブサイトに”奉仕活動”のページを追加、
当地区内のクラブが実施した社会奉仕活動や国
際奉仕活動を見ることが可能に。

○ハイライトよねやま258号 ⇒資料⑩～⑫

○「ロータリーの友」目次のご案内_2021年10月号
⇒資料⑬～⑭

＊今回資料①～⑨で届いた資料が大変多く省略
掲載しております。
もっと詳しく資料の情報をお求めの方は事務局ま
でお申し出ください。

「世界ポリオデートレインジャッ
ク」プロジェクト2021」で作
成した募金箱



◇ 創 立 1972年7月8日 ◇ 承 認 1972年7月20日
◇ス ポ ン サ ー ク ラ ブ 東 京 立 川 ロ ー タ リー ク ラブ
◎ 会 長 宮﨑 茂夫 ◎ 幹 事 倉内 淳
○ 副会長 比留間一義 ○ 副事 荒井 孝育
□ クラブ会報委員長 波多野晃夫 副委員長 佐藤貢

委員 比留間重次、比留間孝司、比留間一義

東京武蔵村山ロータリークラブ

事務局/例会場 西武信用金庫村山支店2階
〒208-0004東京都武蔵村山市本町2丁目91-1
ＴＥＬ：042-520-3251/ＦＡＸ：042-520-3252
Ｅメール：t-mmrc＠crest.ocn.ne.jp
●例会日：毎週水曜日 12:30～13:30

・閉会の点鐘 宮﨑 茂夫 会長

比留間孝司クラブ研修リーダー卓話ありがとうござ
いました。お疲れ様でした。

○10/25(月）ワークショップのご案内（ポリオ根絶
活動に関するワークショップ）＜再＞

資料⑮～⑰
・世界ポリオデートレインジャックプロジェクト（10/18
～10/24）の翌日10/25に、当地区ではポリオ
根絶活動に関するワークショップを行います。
トレインジャックのご紹介やご報告もワークショップ
の中で出来ればと考えております。
ぜひワークショップのご登録もお願い申し上げます。

○RLIパート1講習開催のご案内及びディスカッショ
ンリーダー依頼

・日時：11/8（月）9時～登録開始 ⇒資料⑱
・会場：東武レバントホテル東京 〆切10/29（金）
＊会長候補者や昨年度講習を受け損ねた方優先

○12/5～12/8ロータリー研究会ご案内
〆切10/8 ⇒資料⑲

・幹事報告 倉内 淳 幹事

・卓 話

ロータリーにどう向き合いますか？

～最初の一歩として『職業奉仕』～

比留間 孝司 クラブ研修リーダー

＜要旨＞
まず職業奉仕について考えるには、各人の職業倫
理の向上、正当に価値のある職業の相互尊重、そ
してクラブにおいて各人の職業手腕を広く社会問題
の解決に向けて発揮するためのプログラムを企画し、
メンバーがこれに積極的に応えていくこと。この３つ
があげられます。

そこでまずはクラブにて、会員卓話やクラブフォーラ
ムの機会を設けて、各人が自身の職業人としての
『あり様』を語り、そして職業人としての『あり方』を考
えるようにしてみましょう。
こうした機会は同時に、クラブにおける、根源的な意
味での『親睦』の『あり様』も照らし出す機会にもなろ
うかと思います。
そして更に、各人が職業人であり同時にロータリアン
であることの意義をどう考えているかを語り合い、考
え合う機会にも致しましょう。それぞれの立場からそ
れぞれの考えをそれぞれの言葉で遠慮なく語り合う
こと。それは職業人でありながらロータリアンであるこ
との喜びや楽しみを共有することです。
そこに至って単なる言葉の定義や解釈の追求という、
定型的な職業奉仕論以上のものが見つかるはずで
す。決して独り善がりにはならない、地に足が着き血
の通った職業奉仕論が『楽しみ』になるのではないで
しょうか。
ロータリーということに限らず、日々の生活や仕事の
中で触れことの様々に関心が広まります。それまで
より更に自身の職業が社会にどう関われるかを知り、
ビジネスの機会の創出につながることはそのまま事
業の公益性を高めることではないでしょうか。

せっかくのこの様な機会を皆様が集まり、様々な奉
仕に関わる事をするより、自分の中に引き寄せ、ロー
タリー本来の職業なり、生活のそれぞれの持ち場と
いうのを好循環にもたらしていけば、これは良い結果
になるだろうと思います。それからロータリーにどう向
き合うかその意義を自分がどう考えるかが、一つの
道筋かなぁと思っています。

※次回10月13日卓話・クラブ研修②予告
ロータリーのこれまで､そしてこれからは?
～ドキュメント『決議23－34』とは何？


