
1月の国際ロータリー理事会の決定により、
「ロータリアンの行動規範」が変わりました。

ロータリアンの行動規範
ロータリアンとして、私は以下のように行動する。

１）個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準をもって行動する。

２）取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対して尊重の念をもって接
する。

３）自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別なニーズを抱える人びと
を助け、地域社会や世界中の人びとの生活の質を高める。

４）ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。

５）ロータリーの会合、行事、および活動においてハラスメントのない環境を維持す
ることを支援し、ハラスメントの疑いがあれば報告し、ハラスメントを報告した人へ
の報復が起こらないよう確認する

（2019年1月理事会会合、決定119号）。

デゥシャン シモノヴィッチ氏(モンテネグロオリンピック委員会委員長)
本日は、お招きいただき、ありがとうございました。少しではございますが、
貴クラブへ寄付させて頂きます。子供たちのために使って頂ければ幸いです。

金子高一郎君 「ドバルダン」モンテネグロオリンピック委員会の皆さん、ようこそ。
廣瀬様、本日の卓話、宜敷くお願い致します。

波多野幸雄君 今日はモンテネグロから大勢の方々にお出で頂き、ありがとうございます。
どうぞ、例会をお楽しみ下さい。

林 茂男 君 モンテネグロ、行ってみたいところです。よろしく。
宮島 俊雄君 本日、受付当番です。
許 瑛子 君 「炭のお話し」楽しみにしています。よろしくお願い致します。
水谷 文彦君 廣瀬様、卓話を楽しみにしています。
武内 次男君 本日の卓話に廣瀬様をお迎えして。楽しみにしています。
岡本 隆一君 廣瀬さん、卓話よろしくお願いします。
土屋 東明君 卓話に廣瀬氏をお迎えして。
原田 俊彦君 廣瀬様、本日の卓話、よろしくお願い致します。
田中 保 君 廣瀬さん、よろしくお願いします。

モンテネグロオリンピック委員会委員長さん及び関係者の方々、ようこそ。
小幡 雅二君 廣瀬さんの卓話を楽しみにしています。
森 達郎 君 本日の卓話、廣瀬様、よろしくお願い致します。
石渡 秀雄君 急に寒くなりました。皆様、お身体お大事に！年末を乗り切りましょう！
荒井 節子君 インフルエンザが流行り始めましたネ、でも私は二度と予防接種はしません。

２年前の会長の時、年末家族会の時、声が出なくなり大変な思いをしました。
予防接種をしてすぐでした。
モンテネグロの皆様、ようこそ。

市川 英治君 オリンピックは世界平和とスポーツを通して人類の交流を目的としており、
クーベルタン男爵は“オリンピックは参加することに意義がある”と唱えており
今、ドーピング問題やメダルを競うことにキューキューとしている。
オリンピックの意義はどうなっているのか？

合計 ４２，０００円

＜会長・幹事報告＞
・本日、例会に先立ちまして、１１月度理事役員会を開催致しました。(内容は中面をご覧下さい。)

＜委員会報告＞
・石渡国際奉仕委員長より、タイ浄水器贈呈への支援を有志より募ります。詳細はメールボックスへ
お入れしましたので、ご確認ください。

・石渡直前幹事より、11月21日江東区社会福祉協議会「福祉のつどい」に参加し、舞台「生きる」で
寄付致しました車椅子への感謝状を受け取りました。

■ 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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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予定

12月12日 年末家族会
12月19日 年次総会
12月16日 休会

2019年11月28日

第1324回 例会報告
会員数 出 席 出席率 前々回訂正出席率
２0人 18名 90.00％ 11月12日 100％

第2580地区ガバナー
新本博司

本日のプログラム

「半期を顧みて」
金子高一郎 会長
三宅 郁子 幹事

～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 モンテネグロオリンピック委員会会長：デゥシャン シモノヴィッチ氏

IPA Project担当：アナ シモノヴィッチ氏
IPR Inc.(日本における代表通訳)：マリア ヴォイヴォディッチ氏
駐日モンテネグロ名誉領事館 主席補佐官：奥貴江子氏

■ ビジター 石川宜司氏(東京池袋RC)

例会にご参加頂きました、
モンテネグロの皆様より
一言ご挨拶をして頂き、
ニコニコへの寄付、ワインも
贈呈頂きました。



１１月２８日の卓話は、
東京燃料林産株式会社 取締役社長 廣瀬直之氏による「炭のお話し」でした。

(岡本会員ご紹介)
「木炭とは何か」から始まり、燃料としての木炭、燃料以外の木炭利用、木炭生産

の意義、日本の木炭と文化等をお話し頂きました。色々な場面で改めて「木炭」を使
いたいとおっしゃる会員が多くいらっしゃいました。

RI会長からのメッセージ(2019年12月)
2019-20年度会長 マーク・ダニエル・マローニー

ロータリー国際大会では、かけがえのない体験ができます。ご家族、ご友人、ロー
タリアンの仲間と一緒に、真の「アロハの精神」とロータリーを、6月6日～10日にホ
ノルルで発見しませんか。全ロータリーファミリーが祝い、協力し、つながるのに最
高の舞台です。

ハワイ訪問を楽しめる人には2種類あります。まず、ハワイ諸島をこれまで訪れたこ
とがない人。ユニークで素晴らしい体験をすることになりますそして、すでにハワイ
で忘れられない思い出を作ったことがある人。また新しい思い出を作るのを楽しみに
しているのです。

あなたの「アロハ」を見つけて共有するのには、何といっても国際大会が最高の場
所です。すぐに、アロハがただの挨拶の言葉ではないことに気づくでしょう。ロータ
リーがロータリアンにとって生き方であるのと同じように、アロハはハワイアンに
とって生き方なのです。調和、忍耐、すべての人を尊重すること、そして「オハナ
（家族）」と喜びを分かち合うこと。それがアロハです。

ホスト組織委員会がロータリアンとその家族のために素晴らしいイベントを企画し
てくれました。ダイアモンドヘッド、ワイキキ、カハラ・ゴールドコーストの見どこ
ろを2時間かけてめぐり、ハワイ文化を楽しむランチ・ボートクルーズなどなど。ク
ルーズでは、ウクレレの弾き方を学んだり、フラダンスに参加したり、レイを作った
りすることができます。

また、裏庭でのちょっとしたピクニックや豪華な家族ディナーなど、さまざまなハ
ワイのおもてなしイベントも用意されています。ハワイに古くからある2つの養魚池な
ど、素晴らしい奉仕プロジェクトもご覧いただけます。さらに、美しいAla Moana 
Beach Parkでは早朝にWalk for Peaceを開催。有名なダイアモンドヘッド・クレーター
のふもとを5キロほど歩きます。

ロータリー史上もっとも家族連れ向きの今大会では、会場の内外で、家族中心の
オープニングセレモニーや友愛の家での家族連れ向けのイベントなどが行われます。
もちろん開会本会議では伝統の国旗入場も見られます。

2020年国際大会は、ロータリーと国際連合の歴史的なつながりを祝うときでもあり
ます。11月号のメッセージで述べたように、2020年6月は国連憲章調印の75周年です。
国際大会初日の前日に、ロータリーと国連は2019-20年度合同イベントの第5弾を開催
します。テーマは環境持続可能性です。

さらに今大会は、ロータリー史上もっともグリーンな国際大会を企画しています。
詳しい情報は今後発表していきますので、お楽しみに。今できることは、
riconvention.org/jaから登録を行うことです。HONOLULU HAWAII 2020のロゴの下
にある「登録」ボタンをクリックしてください。早期登録割引は12月15日が最終日で
すので、参加登録はお早めに。

ロータリーが世界をつなぐには、ロータリー国際大会ほど適した舞台はありません。
ぜひロータリーファミリーにご家族を紹介してください。ホノルルでお会いしましょ
う！

2019-20年度 11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11月28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、石渡

委任状出席：野木

（1）会長挨拶

（2）審議・報告事項

①12月度プログラム予定：承認

②11月度会計報告：承認

③年末家族会予算案について：承認

④首里城火災支援金について：ニコニコより会員１名500円(1万円)+募金箱分を併せ送金

⑤手続要覧事務局購入について：１冊(＄10)購入

⑥許会員ご息女ご結婚へのお祝い金について(1万円：慶弔クラブ規定による)：承認

（3）閉 会

12月度理事役員会は、12月19日(木)11：00より開催の予定です。

【12月度の行事予定】( )内は出席該当者

12/4 野生司ガバナー年度 ガバナー補佐エレクト連絡会(林会員：講師）

12/6 守ろう人権(金子会長)


