
齊藤ガバナー補佐・上條隆志分区幹事
東分区ガバナー補佐として一年お世話になります。宜しくお願いいたします。又、９/21IM
には、御協力を賜り、御礼を申し上げます。

大澤栄一江東RC会長・大澤秀利IM実行委員長
本日はIMのキャラバンで参りました。宜しくお願いします。

近藤 昌之様 (東京江戸川中央RC)お世話になります。
金子高一郎君 齊藤ガバナー補佐、上條分区幹事、大澤江東RC会長、大澤IM実行委員長、

近藤さん、ようこそ東京ベイロータリークラブへいらっしゃいました。
どうぞ一年宜敷くお願い致します。

三宅 郁子君 本日も、よろしくお願いします。
許 瑛子 君 がんばります。応援してください。よろしくお願いします。
水谷 文彦君 本日、会員増強です。よろしくお願い致します。
田中 保 君 国際奉仕委員長代理 三宅さん、青少年奉仕委員長 許さん、会員増強委員長

水谷さん、一年間よろしくお願いします。
宮島 俊雄君 許さん、卓話楽しみにしています。
小幡 雅二君 石渡さん、許さん、水谷さん、よろしくお願いします。
原田 俊彦君 各委員長挨拶、よろしくお願いします。
森 達郎 君 就任挨拶、皆様よろしくお願い致します。
土屋 東明君 齊藤ガバナー補佐をはじめ御一行様、ようこそ。
波多野幸雄君 各就任委員長の挨拶、よろしくお願いします。
林 茂男 君 増田久雄氏「栄光へのノーサイド」という本を出版しました。面白い本ですよ。

就任挨拶、よろしく。
荒井 節子君 青少年奉仕委員長 許さん、ガンバッテ！石渡国際奉仕委員長代理(三宅幹事)

水谷会員増強委員長、本日はよろしく。６月７日に梅雨入りしてはや48日間、
もうすぐ梅雨明けになるのでしょうか？

工藤 久志君 「就任挨拶」各委員長様、卓話、宜しくお願いします。
合計 ５０，０００円

＜幹事報告＞

・本日、7月度理事役員会が開催されました。(詳細に関しましては中面をご覧下さい。)

＜委員会報告＞

・工藤ゴルフ会幹事より、10月9日(水)東分区懇親ゴルフ大会に奮ってご参加ください。

■ 点 鐘

■ ロータリーソング 「それでこそロータリー」

■ ゲスト 齊藤榮一ガバナー補佐、上條隆志分区幹事

大澤栄一江東RC会長、大澤秀利 IM実行委員長

■ ビジター 東京江戸川中央RC 近藤昌之氏

RI会長からの8月メッセージ
2019-20 RI 会長 マーク・ダニエル・マローニー

2019-2020年度、「ロータリーのさらなる成長をもたらそう」と私はロータリアンとロー
ターアクターに呼びかけています。奉仕活動やプロジェクトの影響をさらに発展させていか
なくてはなりません。そして何より、今後さらに多くのことを成しとげるために会員数を伸
ばす必要があります。
会員増強のために、これまでよりも組織だった、戦略的なアプローチをとりましょう。経

歴が異なる委員で構成される、活動熱心な会員増強委員会を設立し、地域のリーダーたちを
かたはしから見ていきましょう。
それから、地域内のさまざまな職業がしっかりと反映されるように作られたロータリーの

職業分類を用いて、クラブを強化してくれるスキルと才能、性格を兼ねそなえたリーダー候
補を見つけましょう。どうすればいいのか分からないようであれば、Rotary.orgのクラブ会員
増強委員会チェックリストを参照して、組織だった活動を行うために定められたステップを
確認しましょう。
ロータリーの成長をうながすために、ほかにはどのような形でつながることができるで

しょうか。独立したクラブでも衛星クラブでもよいので、今までとは違う形の会合を行い、
人びとの心をつかむ奉仕の機会を提供する新しい種類のクラブを結成しましょう。既存の
ロータリークラブがない地域だけではなく、すでに立派なクラブがあるところでもです。地
域内のすべての層に奉仕できるロータリークラブは、世界広しと言えども存在しません。で
すので、既存のクラブとつながれないでいる地域のリーダーに働きかける、新しいクラブを
結成しなければならないのです。ロータリーの成長促進は、世界でロータリーを唯一無二の
存在にしているつながりを増強していくことでもたらされます。ロータリーが世界をつなぐ
中で、ロータリーのさらなる成長をうながし、次世代の多様な女性と男性をロータリーに迎
え入れることに全力で取り組んでいきましょう。
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粋でいなせなロータリアン 会長 金子高一郎

次回以降のプログラム

８月８日・１３日 休会

「ワイン関連卓話」
藤野 清久氏 (森会員紹介)

2019年7月25日

第1310回 例会報告
会員数 出 席 出席率 前々回訂正出席率
２0人 15名 75.00％ 7月11日 休会

第2580地区ガバナー
新本博司

本日の卓話

「米国の2020年大統領選挙と
中東問題」

中東調査会 協力研究員
中島 勇 氏

■ 例会日 毎週木曜日 １２：３０～１３：３０ ■ 役 員 ／ 会 長 金子高一郎
■ 例会場 〒103-8520  東京都中央区日本橋蠣殻町2-1-1 会長エレクト 岡本 隆一

ロイヤルパークホテル TEL 03-3667-1111・FAX03-3667-1615 幹 事 三宅 郁子
■ 事務局 〒130-0013  東京都墨田区錦糸1-1-5 Ａビル６Ｆ 副 幹 事 原田 俊彦

TEL 03-5637-4608 ・ FAX 03-5637-4611      
E-mail  tokyobay@club.email.ne.jp 会報委員長 市川 英治

～ROTARY CONNECTS
THE WORLD～

マーク・ダニエル・
マローニーRI会長

齊藤榮一ガバナー補佐・

上條隆志分区幹事よりご挨拶

大澤栄一江東RC会長・

大澤秀利IM実行委員長より

IMへの参加、協力依頼



「就任挨拶」

国際奉仕委員長 石渡秀雄(代読：三宅郁子幹事)

本年度、国際奉仕委員長を拝命した石渡です。

２０１９―２０２０年度が始まった途端、入院～手術という事になり

皆様にはご心配をおかけしております。８月には元気に復活出来るよう

に医者の言うとおりに生活致します。

本年度の国際奉仕委員として次年度迎える東京ベイロータリークラブの３０周年において事

業の一つとして近年はクラブ会員雄志でのバンコクスリオンRCとの奉仕事業を新たな事業を

クラブ内、スリオンRCと模索し実現する準備年度として色々な提案をしていきたいと思いま

す。それがクラブ初のグローバル補助金につながればと思います。

また、本年度の国際大会はホノルル、そのほか日台親善大会も博多で開催されます。多くの方

に参加出来るよう魅力をお伝えしていきます。

「就任挨拶」

青少年奉仕委員長 許瑛子

本年度、青少年奉仕委員長を務めさせて頂きます。

まだまだ分からないことばかりで、勉強の途中ですが活動方針と

計画に沿って、少しでも達成できるよう、努力させて頂きます。

皆様にはご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願いします。

「就任挨拶」

会員増強委員長 水谷文彦

ロータリーの発展史を見ますと、初めに親睦があり、そこから

職業奉仕が生まれ、社会奉仕に展開し、国際奉仕が育ったという

ように親睦活動がロータリーの原点となっています。本年度、

会員増強委員会も「親睦」有りきと考えています。活動方針

として以下の２つを掲げました。

1.会員増強

ロータリー入門書の中でビル・ボイト元会長は、「ロータリーは日々の例会が適切に機能し

ていれば、今も会員を維持し、新会員を惹きつけるに十分な魅力を備えている」と言っていま

す。委員会としては、会員一丸となって増強を頑張っていきたいと思います。

2．退会防止

退会の理由としては①病気 ②死亡 ③老齢 ④家庭内の問題 ⑤仕事上の問題（定年・

転勤）⑥経済的な問題 ⑦クラブ内の問題（トラブルなど）⑧ロータリー情報の欠如などです。

委員会としては、会員同志のふれあいとコミュニケーションの場を多く持ちたいと思います。

2019-20年度 ７月度理事役員会議事録

会長 金子高一郎

幹事 三宅 郁子

開催日時・場所：2019年７月２５日(木) 11：00～・ロイヤルパークホテル 2階 東雲の間

出席者：金子、三宅、田中、土屋、許、原田、波多野

委任状出席：岡本、野木、水谷 欠席：石渡

（1）会長挨拶

（2）審議・報告事項

①８月度プログラム予定：承認

②６月度会計報告：

2018-19年度一般会計△289,776円(決算後に金額確定)を基金口から補填することも併せて承認

③100％出席表彰について：病欠を申請している石渡会員について、個人の100%出席表彰に

関して、定款・細則等に規定がなくクラブの理事役員会裁量となるため(RI日本事務局確認済

み)継続を認めることも併せ、10名分承認。

④100周年記念ピンバッジについて：クラブでまとめて購入することを承認(21個：事務局含)

⑤ガバナー推薦について：立候補者を募ることを承認

⑥9月5日、工場見学・移動例会の費用に関して：バス費用を例会費から拠出し、懇親会費を

参加者負担とすることを承認

⑦-1アインさんの例会出席に関して：本人がロータリー活動に熱心で月1回だけでなく、2回程

度の出席を希望されている。回数が増えることに関して承認。

⑦-2アインさんの留学に関して報告

明治大学の大学間協定留学に合格し、ノースイースタン大学(アメリカ、ボストン)への8カ月

の留学を希望。(2019/8/29～2020/4/24)クラブとして後押しすることを承認

米山奨学、地区委員会には報告済み。2019年9月～2月までは米山奨学休学のため奨学金支給

なし。3・4月は支給されるが、帰国後に１例会１月分ずつ渡す規定。留学中もレポートの提

出が必須。

アメリカでの滞在費は自費。(授業料の全額が免除)、留学経費の助成制度(明治大学外国留学

奨励成金)を申し込むつもりだそうです。

⑧30周年準備委員会について：設置することを承認

当理事役員会は、新年度開始時に行われる臨時理事役員会を兼ねるものとする。

（3）閉 会

【８月度の行事予定】( )内は出席該当者

8/8 地区公共イメージ研修会(三宅幹事・工藤会員)

8/20 IM実行委員会(岡本地区副幹事)

8/21 地区職業奉仕ｾﾐﾅｰ

8/22 東京向島RC50周年式典講演会及び祝賀会(金子会長、三宅幹事、林元ガバナー補佐)

8/27 バギオ理事会(土屋会員)

2013年10月、ベイへ卓話に見え、石原裕次郎を中心

過去の映画の大作と音楽を紹介してくださいました、

映画プロデューサー・監督の増田久雄氏が「栄光への

ノーサイド」という本を出版しました。

戦中の日豪のラグビー、しかも捕虜の収容所での話。

戦下の極限状態の中で敵味方なく、親睦を超えた人間の

美学の展開に感動、感激せずにはいられませんでした。

改めて卓話にお呼びしたいと思いました。

著書も是非、ご購読ください。

親睦委員長 林 茂男


