
30周年記念例会は、2021年1月28日（木）15：00～を予定しております。

金子高一郎君 先日の年末家族会、盛り上がりましたね。有難う御座いました。
本日は年次総会、宜敷くお願いします。

三宅 郁子君 本日の年次総会、よろしくお願いします。
岡本 隆一君 本日、年次総会、よろしくお願いします。
林 茂男 君 本年もご苦労さまでした。
田中 保 君 クリスマス会、ありがとうございました。

今日は年次総会、よろしくお願いします。
荒井 節子君 年末家族会、最高でした。何も当たらなかったけど・・・。親睦委員の方に

感謝！！武内サンタさんのプレゼント、子供に戻ってもらいたかったで～す。
石渡 秀雄君 今年も一年おつかれ様でした。皆様良いお年をお越し下さい。年末年始の食べ

すぎに注意します。
波多野幸雄君 年次総会、よろしくお願いします。
原田 俊彦君 いよいよ年次総会です。よろしくお願いします。
土屋 東明君 年次総会、宜しくお願いします。
工藤 久志君 今日は年次総会です。宜しくお願いします。
丸山 文人君 最後の例会です。１年間ありがとうございました。
武内 次男君 本日、よろしく。
許 瑛子 君 本日の年次総会、よろしくお願い致します。
小幡 雅二君 １年過ぎるのは早いものです。年次総会、よろしく。
水谷 文彦君 年次総会、よろしくお願い致します。

合計 ３２，０００円

＜会長・幹事報告＞
・本日、例会に先立ちまして、１２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。)

・４月２日に予定されている江東・ベイ合同夜間例会での卓話者の推薦がございましたら、事務局

まで、ご連絡ください。

・１月３０日、１月度理事役員会終了後に、30周年実行委員会を開催致します。委員の方はご出席を

お願い致します。

・南三陸へ今年もお菓子を贈ることができました。ご協力してくださった皆様、ありがとうございま

した。

＜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。(贈呈式は2月を予定)
ご協力お願い致します。

・武内会員より、来年も新年会を企画しております。2020年1月14日(火)「幸本」にて行う予定です。
よろしくお願いします。

■ 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

1月16日 職業奉仕フォーラム
1月23日 第5回クラブ協議会
1月30日 卓話：玉泉院 井上慶亮氏

2019年12月19日

第1327回 例会報告
会員数 出 席 出席率 前々回訂正出席率
２0人 17名 85.00％ 12月5日 100％

第2580地区ガバナー
新本博司

本日のプログラム

「2024年に向けた新年の展望」
双日総合研究所

相談役 多田幸雄氏

～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「我等の生業」

■ ビジター 池田泰弘氏(東京RC)

１２月１９日のプログラムは「年次総会」でした。

次年度の役員選出、半期の会計報告等が行われました。

2０２０～２０２１年度 理事役員
役員 理事
・会長 岡本 隆一 ・クラブ奉仕 水谷 文彦
・直前会長 金子高一郎 ・職業奉仕 小幡 雅二
・会長エレクト／副会長 原田 俊彦 ・社会奉仕 工藤 久志
・幹事 原田 俊彦 ・国際奉仕 石渡 秀雄
・会計 水谷 文彦 ・青少年奉仕 土屋 東明

・ＳＡＡ 許 瑛子

30周年実行委員
・実行委員長 宮島 俊雄
・副委員長 田中 保

土屋 東明
水谷 文彦



RI会長からのメッセージ(2020年1月)

2019-20年度会長 マーク・ダニエル・マローニー

世界中の人びとが、さまざまな理由でロータリーに入会します。「ロータリーはキャリアに
大きなプラスとなる」という、私と同じ理由で、毎年多くの新しいロータリアンが入会してい
ます。アラバマ州で新人弁護士としてスタートを切ったとき、私は妻のゲイとともに義父の弁
護士事務所のパートナーになりました。ロータリーに入れば、人脈を築くことができ、職業上
求められる以上に廉直な価値観を掲げている真摯な職業人だということを潜在顧客に示すこと
ができる、ということを義父に教えられました。

ロータリーの職業奉仕は、事業や職業におけるもっとも厳格な倫理基準、あらゆる有用な職
業の尊重、そしてロータリアン一人ひとりの職業を社会に奉仕する機会として重んじる心に基
づいています。最後の点は非常に重要です。どんな職業であっても、誠実に、常に四つのテス
トに従って働けば、誰もが世界に大きく貢献できるのです。

私は会長として、職業人としての生活、家庭人としての生活と、ロータリー活動のバランス
をとることを優先事項に挙げています。ボランティアの役職として必要とされる以上の時間を
割かねばならないというプレッシャーをロータリアンが感じることがあってはなりません。こ
れにはいくつか理由がありますが、そのひとつは、ロータリーでは、職業人として行う活動も、
ロータリーとして行う活動と同じく重要だからです。私たちがいつどこにいても、ロータリー
の理念は私たちとともにあります。そして、職業上の成功は、職場で働く毎日の中でロータ
リーの素晴らしさを伝えるものとなるのです。

これは特に、若い人びとをロータリーにいざなう上で大きな意味があります。よいロータリ
アンであることと、よい親であること、よい事業家であること、よい管理職であること、よい
従業員であること。そのいずれかを選ばなければならないようなことのないロータリーをつく
りたいのです。多忙な若い世代に入会を求める際、時間や自由を犠牲にすることを求めてはな
りません。ロータリーでの活動は、彼らがすでにしていることが、より一層意味深いものとな
るような体験であるべきです。

よりバランスの取れたロータリーには、ほかの利点もあります。ほかのロータリアンやロー
ターアクターが、プロジェクトや委員会でリーダー職を引きうける機会が生まれます。クラブ
活動に積極的に参加するようになり、一生ロータリアンであり続けるインスピレーションが得
られます。

職業奉仕、および職業上の人間関係の中で私たちが実践する伝統的価値観により、ロータ
リーは世界中で尊敬を集めています。ロータリーの成長を促す中で、入会見込者への一番の
セールスポイントは職業奉仕であることを忘れてはなりません。

ロータリーは世界をつなぎます。そして、ロータリーの職業奉仕をより多くの業種の、より
さまざまなライフステージにある人びとに知らせることで、ロータリーはさらに成長し、より
強く、多様になっていくのです。

2019年 1月の RI理事会の決定により、 『ロータリアンの行動規範』に 5番目の項目が追加されました。
ロータリアンの行動規範
ロータリアンが使用するために次の行動規範が採択された。

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。

2019-20年度 12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12月19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、田中、土屋、許、原田、波多野、石渡

委任状出席： 水谷、野木

（1）会長挨拶

（2）審議・報告事項

①1月度プログラム予定：承認

②11月度会計報告：承認

③メイキャップの期限に関して(野木会員より延長依頼)：承認

④地区委員選出について(原田会員)

これまでベイ会員が地区委員になる際、会員個人で地区より話を受け、返事をしていたが、

以下の手順に変更することを決定。

1.地区より会員への地区委員就任依頼

2.会員より事務局への連絡

3.理事役員会の審議事項への記載

4.承認後、会員本人より地区へ返事

⑤1月の理事役員会終了後、30周年実行委員会を開催することを委員へ知らせる。

（3）閉 会

1月度理事役員会は、1月30日(木)11：00より開催の予定です。

【1月度の行事予定】( )内は出席予定者

1/24 地区職業奉仕セミナー(林会員)

1/27 沖縄地区ロータリー財団セミナー 兼 補助金管理セミナー(金子会員)

1/29 在京地区ロータリー財団セミナー 兼 補助金管理セミナー(金子会員)

7月1日からロータリーの6つの重点分野の名称が一部変更されました。

変更後の名称は以下の通りです。

・疾病予防と治療

・母子の健康

・水と衛生

・平和構築と紛争予防

・地域社会の経済発展

・基本的教育と識字率向上

日本語の変更箇所は以下の通りです。

・平和と紛争予防/紛争解決→平和構築と紛争予防

・経済と地域社会の発展→地域社会の経済発展

これに伴い、10月「地域社会の経済発展」月間、2月「平和構築と紛争予防」となります。


