8月20日の卓話は、澁澤倉庫株式会社 佐々木勇氏による「今、澁澤栄一翁を考える」でした。
澁澤栄一翁の遺徳に触れる中で、影響された、従兄 尾高惇忠、15代将軍 徳川慶喜、フランス人銀
行家 ポール・フリュリ＝エラール、上皇の教育係であった小泉信三との関りやその言葉を多く伝えて頂
きました。2021年は大河ドラマの主人公、2022年には江東区潮見に旧邸宅が移築され、2024年に
は１万円札になる澁澤栄一翁についてのお話は、卓話の時間だけでなく、もっと、うかがいたいと多くの
会員が感じておりました。

～米山学友 リンダよりメッセージです～
東京ベイロータリークラブ会員皆様
新型コロナウィルスという直面したことのない状況下ですが、皆さん、ご健勝のことと存じます。
今、三重県鳥羽市からメッセージを送っています。こちらでは、大学のオンライン授業と“海女とアーティ
スト"展の制作に勤しんでいます。皆さんから制作への刺激を頂いただけでなく、神保町での会場使用
へのご助力を頂いたことを、心より感謝致します。
皆さんへ展覧会のパンフレットをお送りします。近々、皆さんと直接お会いできることを願っております。
どうぞ、ご自愛ください。
リンダ
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第2580地区ガバナー
野生司 義光(東京小石川RC)
３０周年 新たなる一歩へ！

会長 岡本隆一

本日の卓話

次回の卓話

第3回 クラブ協議会
ガバナー補佐訪問

「腎臓と透析」
宮島俊雄 会員

2020年8月20日
第1345回 例会報告
■ 点

Rotary Opens
Opportunites
ホルガー・クナーク会長

会員数
19人

出席
16名

出席率
84.21％

前々回訂正出席率
8月6日 100%

鐘

■ ロータリーソング 「我等の生業」
■ ゲスト

卓話：澁澤倉庫株式会社 佐々木勇様、二井林直樹様
米山奨学生 グェンマイアインさん

岡本 隆一君 佐々木様、卓話よろしくお願いします。
原田 俊彦君 佐々木さん、本日の卓話、よろしくお願い致します。
波多野幸雄君 佐々木さん、再々卓話ありがとうございます。度々のお願いですが、会長様の入会
お願いします。
市川 英治君 皆サン、毎日熱い日が続いている中でのお仕事、大変御苦労様です。コロナ禍と
天災禍では、マイッテしまいますが、熱中症は時期が来れば終息します。先の見え
ないコロナ禍は各自、自己責任で乗り切るより方法がありません。皆サン、頑張って
下さい。
荒井 節子君 今日はSAAをさせて頂きます。澁澤栄一翁記念館には昨年行ってきました。１万円
札楽しみです。
石渡 秀雄君 先日、夜、多摩川で手持ち花火をしました。私はビールを飲みながら汗をいっぱい
出していましたが、妻は汗をかくのがイヤで水分をとらなかったら、熱中症になって
しまいました。皆様も気を付けて下さい。
工藤 久志君 澁澤栄一翁を考える卓話、興味深く拝聴させて頂きます。宜しくお願いします。
水谷 文彦君 すみません。早退です。
金子高一郎君 佐々木様、本日は宜敷くお願い致します。
野木 芳宏君 佐々木様、卓話よろしくお願い致します。
森 達郎 君 澁澤倉庫、佐々木様、宜しくお願い致します。
土屋 東明君 卓話に佐々木勇氏をお迎えして。
宮島 俊雄君 佐々木さん、卓話楽しみにしています。
武内 次男君 卓話に佐々木様をお迎えして。
田中 保 君 今日は、佐々木さん、よろしくお願いします。
合計 ３０，０００円

■ ビジター

東京羽田RC 川尻弘樹氏

＜幹事報告＞
・本日、例会に先立ち、8月度理事役員会を開催致しました。(詳細は中面をご覧下さい。)
・９月1日よりリニューアルしました、ベイのホームページをオープンする予定です。

＜伝達・贈呈＞
・直前会長章の贈呈

(金子直前会長)

■ 例会日
■ 例会場

毎週木曜日 １２：３０～１３：３０
■ 役 員 ／ 会 長
岡本 隆一
〒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

RI会長メッセージ

2020-21年度 ８月度理事役員会議事録

2020-21年度会長
ホルガー・クナーク

会長 岡本 隆一
幹事 原田 俊彦

2020年9月
ロータリーに青少年プログラムは数多くありますが、今月取りあげるロータリー青少年交換こ
そ、私がロータリー活動に深く傾倒するきっかけとなったプログラムです。ロータリーに入会後ほ
どなくして、妻のスザンヌと私は交換学生のホストファミリー役を務めるようになりました。この経
験に背中を押されて、私はただのロータリークラブ会員から真のロータリアンになっていったの
です。今や、ロータリー青少年交換はうちの家族の大切な伝統になりました。この24年間で受
けいれてきた学生の数は43名にのぼります。

開催日時 ： 2020年８月２０日(木) １１：００～
開催場所 ： ロイヤルパークホテル20階「パラッツオ」
出 席 者 ： 岡本、金子、原田、水谷、森、工藤、石渡、土屋、田中
委任状出席： 許

（1）会長挨拶

このプログラムに熱心なあまり、私たちは当初からホストファミリーを務めるだけでなく学生の
サマーキャンプ運営にもかかわってきました。ある年、サマーキャンプでクリスティーン・リヒティン
と出会いました。ドイツ人の高校生で、父親は私が所属するロータリークラブの元会長でした。
変化を受容するこの年度にふさわしい新しい試みとして、通常はロータリー会長が担当するこ
のコーナーを今回はクリスティーンに譲ります。どういうストーリーを共有してくれるでしょうか。

（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
③2021－22年度 ガバナー補佐選出について
岡本会員を推薦(8月6日、会員(17名)からの推薦)：承認

ローターアクトと出会ったのは約13年前、サマーキャンプのバーベキューでスザンヌさんとホ
ルガーさんと一緒になったときのことです。そのとき、ホルガーさんは私と向き合うとこう言ったん
です。「ローターアクトクラブを訪問してみてはどうだい？みんなで楽しみながら変化を起こして
いる、素晴らしい若者たちと出会えるよ」

④ホームページに関して
クラブの紹介文を森会員、活動報告は各担当会員が文書作成する。
9月1日よりリニューアルページを開示予定。

数年後、トリーア大学在学中にふとこの言葉を思い出し、ローターアクトクラブに行ってみようと
思い立ちました。もう8年以上前になりますが、今も活動を続けています。ローターアクトクラブに
いったん入会すると、辞める気なんて起こりません。トリーア大学のクラブから、イタリアに留学し
たときにはボローニャのクラブと、どこに行ってもローターアクトクラブは私とともにありました。
キールの大学院で修士過程にいるときにはそこのローターアクトクラブにかかわり、社会人に
なったときにはハンブルク・アルスタータル・ローターアクトクラブに入会しました。どのクラブにも
独自のアイデンティティとテーマがありますが、しかし志しているものは同じです。

（3）閉 会
次回は、９月２４日(木)11：00より、９月度理事役員会を開催の予定です。
【参考：９月度の会合】(出席予定者：敬称略)
9/16 ひがし会ゴルフコンペ(７名参加)
9/17 北・東分区 地区社会奉仕委員会全体会議

2020年９月度プログラム
日

プログラム・演題

氏

名

例会場

お食事

春海

和食

1347
3
8/41

1348

「腎臓と透析」

第４回クラブ協議会

10
9/41

ガバナー公式訪問

宮島俊雄

会員

国際ロータリー第2580地区

ｸﾗｳﾝ

野生司義光ガバナー

瑠璃

規定による休会

17

1349

理事役員会

10/41

タイトル未定

24

田中

保

会員

洋食

-

-

東雲

中華

今ではローターアクトクラブでシニアの相談役についていて、とても充実しています。以前とは
別のことに関心を持つようになっていっても、いつもローターアクトが心の中にあり、私の価値観
を形作っています。ある日、私の成長を感じとったかのように、スザンヌさんが私のもとを訪れて、
あるロータリークラブを紹介してくれました。ハンブルクと故郷メルンの間にある、新しい現代的
なロータリークラブです。スザンヌさんが創立にかかわったハンブルク・コネクトロータリーEクラ
ブは会合をオンラインで行いますが、いつもとてもリラックスしていて親しみやすい雰囲気です。
さまざまな年齢層の会員がいて、すべてがぴたりとはまっている感じで、入ってみようと思いまし
た。何と言っても時間は大切ですし、できる限りいつでも楽しいことをしていたい。そうすればあ
とは自然とうまくいきます。
そういうわけで、私は今やローターアクトクラブ会員でもあり、ロータリアンでもあります。個人
的な目標として、このふたつの世界に橋をかけたいと思っています。ロータリーファミリーの一員
になった理由は、誰でも似通ったものなのですから。
クリスティーンにロータリークラブ入会を決意してもらうにはちょっと説得する必要があったの
ですが、その甲斐があったというものです。青少年プログラム参加者やローターアクターにロー
タリーファミリーの一員でありつづけてもらえるように、こうして彼らに働きかけることは私たちの
義務です。彼女のストーリーに感銘を受けたでしょうか。一人でも多くのクリスティーンのような
若者が、私たちのため、そして私たちが奉仕する人びとのためにロータリーが開く機会の扉をく
ぐれるようにするのは、私たち一人ひとりの行動にかかっています。

