
大澤栄一江東RC会長・大澤秀利IM実行委員長
９月２１日のＩＭ、宜しくお願い致します。

金子高一郎君 藤野様、本日は宜敷くお願い致します。

９月２１日のＩＭは東京ベイのメンバー全員でホストの江東ロ
ータリーさんを応援しましょう！

三宅 郁子君 藤野様、本日、よろしくお願いします。

森 達郎 君 本日の卓話者の藤野君は、小学生からの同級生です。コーヒー

のスペシャリストとしてご紹介いたします。

荒井 節子君 早朝は秋の気配がします。でも、やっぱり昼間は暑いですが

・・・。なんとか乗り切っています。
本日のコーヒーの卓話楽しみです。

武内 次男君 本日の卓話に藤野氏をお迎えして。コーヒーのプロの話、

楽しみにしています。

水谷 文彦君 藤野様、卓話楽しみにしています。

許 瑛子 君 藤野さん、本日の卓話よろしくお願い致します。

原田 俊彦君 コーヒーが大好きなので、本日の卓話、楽しみです。

田中 保 君 今日は藤野さん、よろしくお願いします。

土屋 東明君 卓話に藤野様をお迎えして。

宮島 俊雄君 本日、京浜東北線で若い女性が席を譲ってくれました。

ありがとうございます。

波多野幸雄君 藤野さん、本日の卓話、よろしくお願いします。

野木 芳宏君 藤野様のコーヒーの話、楽しみにしています。

私もコーヒー大好きです。

小幡 雅二君 コーヒー、いいですね。

工藤 久志君 本日の卓話、コーヒーはいいですね。楽しみにしています。

合計 ４０，０００円

＜幹事報告＞

・本日、8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。)

・秋の家庭集会の開催を予定しております、リーダーに指名された方は、日程・場所の調整をお願い

致します。

＜委員会報告＞

・工藤ゴルフ会幹事より、9月25日(水)ひがし会ゴルフコンペに参加希望の方は事務局までお申し込

みください。また、東分区懇親ゴルフ大会への登録も併せてお申し込みをお待ちしております

・工藤公共イメージ担当より、8月8日地区公共イメージ研修会に参加致しました。

ロータリーの奉仕と公共イメージの向上により、公共とのつながり、メディア、社会認知へと
つながり、再びロータリーの活性化、会員拡大、退会防止へつながるのではないかというお話
でした。

例会の模様は中面に続きます。

８月２５日、間もなくアメリカへ留学するアインさん
(米山奨学生)と金子会長、野木カウンセラーが送別会を
されました。

大学間交換留学の情報：
明治大学・大学間協定留学
Exchange program start date: 
2019年8月29日～2020年4月24日

Itinerary: 
Northeastern University (Boston, United States)
ノースイースタン大学(アメリカ、ボストン)

■ 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

国際ロータリー 第２５８０地区 東分区
VOL.29 NO.6 第1313回 2019年8月29日

W E E K L Y  R E P O R T

東京ベイロータリークラブ

ＴＯＫＹＯ

ＢＡＹ

ＲＯＴＡＲＹ

ＣＬＵＢ
粋でいなせなロータリアン 会長 金子高一郎

次回の以降のプログラム

9月 5日 工場見学、移動例会
9月10日 ガバナー公式訪問(ｲｰｽﾄ21)
9月21日 IMにて移動例会
9月26日 卓話：俳優 浜田光夫氏

2019年8月22日

第1312回 例会報告
会員数 出 席 出席率 前々回訂正出席率
２0人 16名 80.00％ 8月8日 休会

第2580地区ガバナー
新本博司

本日の卓話

「ガバナー補佐卓話」
国際ロータリー第2580地区
東分区 ガバナー補佐

齊藤榮一氏

～ROTARY CONNECTS
THE WORLD～

マーク・ダニエル・
マローニーRI会長

■ 点 鐘

■ ロータリーソング 「それでこそロータリー」

■ ゲスト 大澤栄一江東RC会長、大澤秀利 IM実行委員長

■ ビジター 大阪RC 山本良一氏、東京銀座RC 榎本雅之氏、東京芝RC 山本和弘氏



8月22日の卓話
「スペシャルティコーヒーが出来上がるまで」
株式会社ジーノ(COFFEE BLEND DESIGNER)藤野清久氏

コーヒー豆の栽培、収穫から私たちの手元に来るまでの
経路と共に地域性や歴史についてとても分かりやすく解説
頂き、出来る豆の中から厳選を重ね、スペシャルティコー
ヒーとなるまでとご自身が取得されている米国スペシャル
ティコーヒー協会認定カッピングジャッジの内容等、その
奥深さをじっくり聞くことが出来ました。
卓話中には実際にブレンドしてお持ち下さったコーヒーを
味わい、普段あまりコーヒーを飲まれない会員にも好評を
得ておりました。

2019-20年度 ８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：2019年８月２２日(木) 11：00～
開催場所：ロイヤルパークホテル 2階 東雲の間
出席者：金子、三宅、岡本、水谷、田中、土屋、許、原田、波多野、野木
委任状出席：石渡

（1）会長挨拶

（2）審議・報告事項
①９月度プログラム予定：承認

②７月度会計報告：承認

③12月度のプログラム変更に関して：以下承認
５日→19日 年次総会、19日→５日 「半期を顧みて」

④7ベイ友好会社会奉仕助成金(12万円)の用途について：「希望の風」に寄付すること
を承認

⑤30周年実行委員長について
8月31日まで委員長の立候補を募る。

（3）閉 会
９月度理事役員会は、９月26日(木)11：00より開催の予定です。

【９月度の行事予定】( )内は出席該当者
9/5 第4回東分区会長幹事会(金子会長)
9/10 地区ロータリー財団委員会(金子会長)
9/12 地区青少年奉仕全体会議(許会員)

＜伝達・贈呈＞

・100%出席表彰

土屋東明会員(25)、岡本隆一会員(21)、

水谷文彦会員(15)、荒井節子会員(6)、

三宅郁子会員(6)、森 達郎会員(5)、

許 瑛子会員(2)、工藤久志会員(2)

８月２２日(木)
向島ロータリークラブ50周年式典講演会・祝賀会がすみだ
トリフォニーホール及び東武ホテルレバント東京にて
開催されました。

日 プログラム・演題 氏　　名 例会場 お食事

1314

7/41

1315

8/41

1316

9/41

1317 理事役員会

10/41 「私の芸能人生」
俳優　浜田光夫様

(金子会長紹介)

2019年9月度プログラム

5
工場見学

移動例会
-

21 東分区インターシティミーティング イースト２１ -

10 ガバナー公式訪問 江東RCと合同(イースト２１) -

26 東雲 和食


