
東京東江戸川RC 岡村利之氏
金子会長丸の船出、誠におめでとうございます。一年間陰ながら応援しています。東京ベ
イRCの皆さま、第56回インターアクト年次大会へのご協力、本当にありがとうございました。

東京池袋RC 並木正幸氏
金子高一郎様 東京ベイロータリークラブ、会長ご就任のお祝いを申し上げると共に、今後
のご活躍、並びに貴クラブの益々のご隆盛をお祈り申し上げます。

金子高一郎君 会長の金子です。幹事の三宅さん共々、一年間宜敷くお願い致します。
三宅 郁子君 本日より、よろしくお願いします。
荒井 節子君 新年度のスタート、気が引き締まりますネ。金子会長、三宅幹事、一年間

よろしくお願いします。ベイの皆さまから頂いた年賀状から３枚切手シー
トが当たりました。確率高いですネ。

丸山 文人君 金子君、三宅さん、１年間がんばって下さい。
宮島 俊雄君 金子会長、三宅幹事、一年間頑張って下さい。
武内 次男君 金子会長、新年度スタート、１年よろしく。
田中 保 君 金子会長、三宅幹事、１年間よろしくお願いします。
小幡 雅二君 金子会長、三宅幹事、一年間よろしくお願いします。
森 達郎 君 金子会長、三宅幹事、１年間頑張ってください。
工藤 久志君 会長、幹事、就任ご挨拶、期待しております。一年間宜しくお願いします。
水谷 文彦君 金子会長、三宅幹事、一年間よろしくお願い致します。
野木 芳宏君 金子会長、三宅幹事、よろしくお願い致します。
波多野幸雄君 今日、新年度第一回目の例会です。金子新会長、三宅新幹事、一年間よろ

しくお願いします。
原田 俊彦君 金子会長、三宅幹事、よろしくお願いします。
許 瑛子 君 金子会長、三宅幹事、一年間よろしくお願いします。
土屋 東明君 出発！！ガンバレー！

合計 ４２，０００円

＜会長報告＞

・9月5日ニチレイフーズ工場見学及び移動例会に関しまして、家族や社員の方の同伴も

お願いしたいと思っております。現在、ロイヤルパークホテル集合にてバスの手配を

検討中です。詳細が決まり次第、ご連絡致します。

・9月21日(土)東分区IMは、親クラブである江東RCがホストです。

是非、全会員にご出席 頂き、お手伝いをお願いしたいと思っております。

＜幹事報告＞

・次週7月11日は休会です。また、17日は石渡会員事業所にて進水式が

ございます。自由参加ですので、お時間のある方は見学にいらして下さい。

＜伝達・贈呈＞

・地区委員委嘱状伝達

地区社会奉仕委員：原田俊彦会員

地区ﾛｰﾀﾘｰ平和ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ委員：金子高一郎会員

・米山奨学奨学金贈呈

■ 点 鐘
■ ロータリーソング 「君が代」「奉仕の理想」
■ ビジター 東京RC 三吉廣明氏、東京東江戸川RC 岡村利之氏、

東京池袋RC 並木正幸氏
■ 乾杯

RI会長からの７月メッセージ
2019-20 RI 会長 マーク・ダニエル・マローニー

私は大の旅行好きです。ある場所から別の場所へと移動するという、そのありふれた過程が好きな
のです。とはいえ、昨年、妻のゲイと私は、どんなに陽気な旅人でもお気楽ではいられないような経
験をしました。前の晩には知りもしなかったホテルで目覚め、もう旅行は終わっているはずのその日、
立ち寄る予定はなかった空港で6時間も待たないといけないという羽目に遭いました。まったくついて
いない日でした。
ニューヨークシティのJFK国際空港で待っている間、ゲイとターミナルをぶらついて人間観察をしま

した。あらゆるゲート、あらゆる目的地、あらゆるフライト待ちの人びとを眺めながら、ターミナル
の端から端まで行ったり来たりしました。
どのゲートにも、人びとの島がありました。コンコースの中央を行けばそこはニューヨークで、同

じ川の中をみんなと一緒に進んでいきます。しかし、わきにそれてゲートに入ると、川を離れて島に
たどりつきます。そこはすでにデリーやパリ、テルアビブなのです。
空港散策に出たとき、私は内心、「こんなにさまざまな人が、さまざまな国から、ひとつの場所に

集まっているなんて。まるでロータリーみたいだ」と思っていました。しかし、ゲートをいくつも通
り過ぎていくうちに、あることに気づきました。これはロータリーとはまったく違います。この川で
は、誰もがどこかの島に向かっていて、その島は島でありつづける。台北に向かう人びと同士は話を
するかもしれませんが、カイロやラゴスに向かう人びとに話しかけはしないのです。
それに比べて、ロータリーはどうでしょうか。ロータリーは私たちが違いを超えて、深く、有意義

な形でつながり合うことを可能にしてくれます。ロータリーに入らなければ出会えなかったような人
びと、思ってもみなかったほど自分に似ている人びとに引き合わせてくれます。地域社会や仕事上の
機会、私たちの助けを必要としている人びとに引き合わせてくれます。
そういった出会いこそ、ロータリー活動をJFK空港の散策とは大きく異なるものにしているのです。

ロータリーでは、誰ひとりとして島に孤立したりしません。誰であっても、どこ出身であっても、ど
の言語を話すのでも、どんな伝統を守っているのでも、みんなが一緒にロータリーに参加しています。
わたしたちは互いにつながり合っています。地域社会の一員であり、また、クラブ会員だけでなく私
たちみんなが属する、地球全体のコミュニティの一員なのです。
このつながりこそ、ロータリー体験の核となるものです。これこそ、私たちをロータリーへと導い

たものなのです。これこそ、私たちがロータリー会員であり続ける理由です。ロータリーが世界をつ
なぐ中、ロータリアンの仲間と一緒に、この旅路に出ませんか。
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粋でいなせなロータリアン 会長 金子高一郎

次回プログラム

「就任挨拶」
国際奉仕委員長 石渡秀雄

青少年奉仕委員長 許 瑛子
会員増強委員長 水谷文彦

2019年7月4日

第1308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％ 6月20日 100％

第2580地区ガバナー
新本博司

本日の卓話

「就任挨拶」
クラブ奉仕委員長 岡本隆一
職業奉仕委員長 土屋東明
社会奉仕委員長 野木芳宏

■ 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
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マーク・ダニエル・
マローニーRI会長



「就任挨拶」

会長 金子高一郎

今年度会長に就任いたしました金子高一郎です。未確

認ですがクラブ創設来初の40代会長・幹事コンビでは

ないでしょうか（任期中に50代になりますが）。一年間

宜しくお願い致します。

入会した時の気持ち

私が入会したのは今から9年と10か月前の９月3日です。

あと2か月で10年を迎えます。私をお誘いしたのは長い

お付き合いになる野木さんです。入会した当時、今、いらっしゃらない方は井上さん、下田さ

ん、中野さん、本間さん、雄城さんで、私が入って20人となりましたが、なぜか今と変わり

ません。

10年間の地区活動

4年間の地区青少年交換委員会と、今年で3年目に入ります地区ロータリー平和フェロー

シップ委員会を務めてきて、前者は高校生、後者は大学院生と両委員会とも生者（モノ）を扱

う委員会です。地区に出たことでロータリーのことを深く知れましたし、いろいろな方との出

会いもありました。粋（すい）も無粋も教えて頂いた気がします。

今年度テーマについて

今回、会長テーマとして“粋でいなせなロータリアン“をかかげました。

「粋」とは、もともと江戸時代後期に江戸深川の芸者について語ったのが始まりとされていま

す。身なりや振る舞いが洗練されていて、色気とさっぱりとした心持ちが同居しているような

芸者の様を見て、当時の人たちは「粋だね〜」と言ったのでしょう。かたやいなせは、江戸日

本橋魚河岸の若者の間で流行した髪型に由来します。その髪型は、魚のイナ＝ボラの背に似て

いることから、鯔背銀杏（いなせいちょう）と呼ばれたとのことです。そこから魚河岸の若者

のように勇み肌でさっぱりしている男前をいなせとよぶようになったということです。つまり

粋は女性に、いなせは男性に向けた言葉が語源と思われるので、それも意識して、今期のテー

マは男女双方に向けて発信した言葉となります。寅さん口上にこんなのがあります。「四谷赤

坂麹町（よつやあかさかこうじまち）チャラチャラ流れる御茶ノ水、粋な姐ちゃん立ちショ

ンベン。白く咲いたか百合の花、四角四面は豆腐屋の娘、色は白いが水臭い。」

はて？なぜ寅さんや井上さんが皆の心に残っているのか??

寅さんは現役で亡くなりました。三國連太郎さんも加藤剛さんも現役で亡くなりました。井上

さんも現役で亡くなりました。そんな井上さんとは最後まで多くの場でご一緒させてもらいま

した。数えきれないほど飲みにも行きました。粋な遊びもたくさん教わりました。最後のお役

目として小宮一航くんのカウンセラーをお願いし、一切の拒否も文句も言わず嫌がらずに１つ

返事で快く引き受けてくれました。夜にもかかわらず彼が関わる発表会や懇親会にも足を運ん

でいただきました。そしてその役目を引き受けたまま泉下の客となられました。井上さんの口

から疲れたという言葉は聞いたことがありません。私が最後のお見かけした8月の休み前、同

じテーブルに着いた時に「風邪ひいちゃったんだよぉ。つらいんだよねぇ」とずっと言ってい

ました。唯一、聞いたつらい言葉でした。私は井上さんのような方を粋でいなせというのだろ

うと思っていますし、そのような生き方をしていくよう教わった気がします。

クラブ創設29年、次年度で30周年です。その間に多くの方が東京ベイロータリークラブと

関わり、そして多くのかたが去っていきました。どれだけ多くの人が粋にいなせにクラブや地

区で活動しましたか、どれだけ多くの人が皆の心に残っていますか。

クラブの魅力を再発見し、一致協力してやる時にはやり、みなが面倒くさがらずに行動を起こ

し、5年後10年後もクラブが盛会でいれるようメンバーが年度のテーマに向かって同じ一つの

方向に進んでいく、そんな理想の姿を目指します。

就任挨拶

幹事 三宅郁子

2019－2020年度幹事を務めさせていただきます。三宅郁子です。

若輩者ですがよろしくお願い致します。

私が東京ベイロータリークラブに入会して七年が経ちました。

初めの頃は座って食事をするだけで皆さんとの会話も自分から

はなかなか出来ず幽霊会員でした。

しかし、仕事を辞め自分の時間が持てたときに振り返りロータリーとは？と考えるようにな

りました。

会員の皆さんそれぞれロータリーに意義をお持ちだと思います。。

私にとってのロータリーは南三陸から始まったように思います。

目的が見つかった瞬間でした。

そこから金子会長に幹事のお誘いをいただき南三陸以外のこともこれから勉強していきたい

と思います。

金子会長の思い描くクラブ運営が出来るよう協力できればと思っています。

皆様のお力をお借りしながら頑張ります！！

宜しくお願い致します。

私が今年度やらなくてはならない大きな仕事として、次年度東京ベイが迎える30周年行事

を行うのかどうかの決定、やらないという選択もありだと思います。もしやるのであればどう

進めていくのかを決めなければなりません。皆さんと一緒に進めていかなければならないこと

がたくさんあります。是非、ベクトルを最大限私のほうへ向けて頂き、あらためて一致協力の

ほど宜しくお願い致します。

あと3つお願いがあります。

・IM、地区大会は全員都合を合わせて出席をして下さい

・すべての奉仕に関心を持たなくてもいいので、最低でも何か一つは関心を持って下さい。

・会った時には「おい」とか「やあ」とか挨拶しましょう

①マーク・ダニエル・マローニー会長のテーマ「ロータリーは世界をつなぐ」の理解と実践

②新本ガバナーが魂を入れ熱い思いで開催される地区大会、ロータリーデー、ならびに平和

フォーラムへの会員全員の参加

③会員が参加したくなり、メーキャップにいらっしゃる方が最後まで 残って聞きたくなる

卓話の充実

④ホームページを充実させ、会員増強に取り組む

⑤ロータリー財団、米山奨学、希望の風奨学への理解と支援

⑥７ベイ友好会よりいただいた社会奉仕助成金の実施

⑦クラブ存続の戦略計画立案と実施

足の裏的人間になれ

尊いのは、頭でなく、手でなく、足の裏である

一生人知れず、一生汚い処と接し、黙々として、その務めをはたしてゆく

足の裏的仕事をし、足の裏的人間たれ

東京東江戸川ロータリークラブの岡村さん、東京ロータリークラブの三吉さん、東京池袋ロー

タリークラブの並木さん、本日は応援に来ていただき有難う御座いました！！


