
金子高一郎君 皆さん、一年間ありがとうございました。
三宅幹事、奥さん、一年間お世話になりました。
岡本新会長、原田新幹事、頑張って下さい！
新コロ騒動も思い出に変えていくます。

三宅 郁子君 一年間、お世話になりました。ホッとしました。
荒井 節子君 電車は三密状態で、なんだか気になります。会長、幹事お疲れさまでした。

中途半端のようですが、内容は濃かったですよ。次々年度、再挑戦しませんか？
武内 次男君 一年間、ご苦労様でした。
森 達郎 君 本年はプログラム委員長として、ほぼ働いておりませんでした。次年度にスライ

ドで、よろしくお願いします。
石渡 秀雄君 本当に一年間、おつかれ様でした。今年は色々ありましたが、来年度も良い一年

でありますように！金子大会長、三宅名幹事、おつかれ様でした。
波多野幸雄君 今日、最終例会、金子会長、三宅幹事、一年間、ご苦労様でした。

又、来期、岡本会長、原田幹事、頑張って下さい。
野木 芳宏君 金子会長、三宅幹事、一年間ご苦労様でした。
岡本 隆一君 金子会長、三宅幹事、おつかれさまでした。
原田 俊彦君 最終例会です。金子さん、三宅さん、大変お疲れさまでした。
丸山 文人君 金子君、三宅さん、一年間ご苦労様でした。
林 茂男 君 金子会長、三宅幹事、ご苦労様でした。素晴らしい活躍でした。
水谷 文彦君 一年間、お疲れ様でした。来期もよろしくお願い致します。
土屋 東明君 皆さん、おつかれさまでした。
田中 保 君 金子会長、三宅幹事、ご苦労様でした。

岡本さん、原田さん、よろしくお願いします。
合計 ３０，０００円

＜退任挨拶＞

・金子高一郎 会長

・三宅 郁子 幹事

＜引継式＞

【木槌】 金子 会長 ⇒ 岡本 次年度会長

【クラブ印】 三宅 幹事 ⇒ 原田 次年度幹事

【タクト】 武内 ソングリーダー ⇒ 波多野 次年度ソングリーダー

■ 点 鐘

■ ロータリーソング 「手に手つないで」

■ ゲスト グェンマイアインさん(米山奨学生)

６月25日最終夜間例会 W E E K L Y  R E P O R T

東京ベイロータリークラブ
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３０周年 新たなる一歩へ！ 会長 岡本隆一

次回の卓話

「就任挨拶」
クラブ奉仕委員長 水谷文彦
職業奉仕委員長 森 達郎
社会奉仕委員長 工藤久志

2019年6月27日

第1307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％ 6月11日 休会

第2580地区ガバナー
野生司 義光(東京小石川RC)

本日の卓話

「就任挨拶」
会長 岡本 隆一
幹事 原田 俊彦

■ 例会日 毎週木曜日 １２：３０～１３：３０ ■ 役 員 ／ 会 長 岡本 隆一
■ 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 原田 俊彦

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

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 Opens 
Opportunites

ホルガー・クナーク会長
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2020-21年度 RI会長 ホルガー・クナーク氏
(Herzogtum Lauenburg-Möllnロータリークラブ所属・ドイツ)

1992年にロータリー入会。
ロータリーの財務長、理事、モデレーター、各種委員会の委員や
委員長、規定審議会代表議員、ゾーンコーディネーター、研修
リーダー地区ガバナー、2019年ハンブルグ国際大会ホスト
組織委員会の共同委員長を歴任。現在は恒久基金／大口寄付
アドバイザーを務める。

不動産業を営む「Knaack KG」のCEO。125年続く家族事業の
「Knaack Enterprises」の元パートナー兼ゼネラルマネジャー。

地域社会では、ラッツェブルク市市民財団の創設メンバーであり、Gut Grambekゴルフ
クラブの会長を務めた経験をもつ。カール・アダム財団の会長で創設者。

スザンヌ夫人とともにメジャードナー、遺贈友の会会員としてロータリー財団を支援。

2020-21年度
RIテーマ「ロータリーは機会の扉を開く」
～Rotary Opens Opportunites～

このテーマは、ロータリアンがリーダーシップを
強化する機会をつくり、奉仕の理念を行動へと
移し、支援を必要とする人びとの生活を向上する
活動を行うようロータリアンを喚起しています。

ロータリー財団管理委員会と国際ロータリー理事会は、「環境の保全」という新たな重
点分野を追加しました。

過去5年間、財団のグローバル補助金では、1800万ドル以上が環境に関連したプロ
ジェクトに充てられてきました。環境を支援する別個の重点分野を設立することで、ロー
タリアンが世界中の地域社会で好ましい変化をもたらし、より大きなインパクトを生み出
す一助となります。

環境の保全は、ロータリーの7つ目の重点分野となり、グローバル補助金によって実施
される奉仕活動のカテゴリーとなります。そのほかのカテゴリーは、平和構築と紛争予防、
疾病予防と治療、水と衛生、母子の健康、基本的教育と識字率向上、地域社会の経済
発展です。

プロジェクトのための補助金申請は、2021年7月1日から受付を開始します。この新た
な重点分野におけるグローバル補助金を支えるため、ロータリアンやその他の方々から
の寄付や誓約を今後募っていくこととなります。この新しい重点分野に関する詳しい情報
は、近日中に公開されます。

元ロータリーの友地区代表委員
職業分類・会員選考委員長

林 茂 男

『我がクラブ創立３０周年記念』会報寄稿について
この度、クラブ及び岡本会長を推して何かお役に立てればと思い、虚心坦懐「ロータ
リーを学ぶ」心で年間を通じて会報に記事寄稿することを考えました。
皆さんの参考になる年表、資料などを沢山盛り込んでご報告するつもりでいます。ご期
待下さい。宜しくお願い申し上げます。

第一回「ロータリーの魅力を知る」
ロータリーは目的に「倫理基準」「高潔」という語句があり、また、定款に「道徳的水準」
「品位」と全く同じような語句が出てきます。
そもそも、親睦で集まった会員が、自ずと自分達を互いに律し、自己研鑚し、自分を高
め、互いの会員を育て合う、やがて、人間は本来、如何にあるべきか、と言う倫理を守る
人間、道徳を守る人間を作ることによって世の中を明るくして行こうという運動に発展し
ていったのです。
深川パストガバナー曰く、然るに、寄付団体、慈善団体、ボランテイア団体でもなく
「ロータリアンに奉仕（人を思う）の心を授け、倫理を提唱していく団体、即ち、ロータリア
ンへ心の開発を第一義とする団体であります」と説いています。「ロータリーの人類文化
史が２０世紀の時代に刻印を打った職業人の最も優れた倫理運動である」とも断言して
おられます。
単なる即物的、金銭的な奉仕「恵む」「与える」というような行為ではなく、前述の如く、
広く深い概念のService精神を理解し、その思想的にロータリーを生きることに魅力を
感じるべきものと思います。

日 プログラム・演題 氏　　名 例会場 お食事

1340 臨時理事役員会

1/41 就任挨拶
会長　岡本隆一

幹事　原田俊彦

1341

2/41

1342

3/41

1343 理事役員会

4/41 タイトル未定
グェンマイアインさん

(米山奨学生)

23

30 春海 中華

祝日休会

海の日

16 東雲 洋食

2020年7月度プログラム

2 東雲 中華

就任挨拶

国際奉仕委員長　石渡秀雄

青少年奉仕委員長　土屋東明

会員増強委員長　金子高一郎

9 就任挨拶

クラブ奉仕委員長　水谷文彦

職業奉仕委員長　森　達郎

社会奉仕委員長　工藤久志

東雲 和食


