
金子高一郎君 明日(1月31日)井上日宏さんの命日です。井上さんも今日の慶亮さんの卓話応援
されておりますヨ。宜敷くお願い致します。

三宅 郁子君 井上様、本日よろしくお願いします。
工藤 久志君 井上慶亮様、今日の卓話楽しみにしていました。令和２年、庚、子の運勢をお聞

かせ願います。
野木 芳宏君 井上先生の卓話楽しみにしております。
許 瑛子 君 井上先生、卓話楽しみにしています。よろしくお願い致します。
武内 次男君 本日、井上慶亮先生の卓話楽しみです。
土屋 東明君 井上氏をお迎えして。
小幡 雅二君 井上さんの卓話楽しみにしています。
原田 俊彦君 井上慶亮さん、本日はよろしくお願いします。
田中 保 君 今日は井上さん、よろしくお願いします。
宮島 俊雄君 井上さん、卓話楽しみにしています。
水谷 文彦君 井上先生、卓話楽しみにしています。
石渡 秀雄君 井上先生、本日はよろしくお願い致します。
岡本 隆一君 井上様、卓話よろしくお願いします。
林 茂男 君 玉泉院 井上慶亮さん、ようこそ。ご苦労様です。
森 達郎 君 本日の卓話、井上様、よろしくお願い致します。
荒井 節子君 本日は井上先生のお話、楽しみにしておりました。おじいさまが喜んで見守って

いることでしょう。
波多野幸雄君 井上慶亮さんの卓話、よろしくお願いします。

ご承知の通り、コロナウィルスが日本上陸、気を付けましょう。
市川 英治君 あけましておめでとうございます。昨年は欠席が多くて申し訳ありません。

今年も例年にもれず、そのようになると思いますが、お忘れなきようお願い
します。皆さん、元気で頑張って下さい。

合計 ３８，０００円

＜会長・幹事報告＞
・本日、例会に先立ち、１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＞
・岡本７ベイ交流会委員長より、本年度7ベイ交流会が5月16日(土)に開催されるとホストで
ある鈴鹿ベイRCより連絡がございました。ご出欠と共に宿泊手配(鈴鹿へ依頼またはご自
分、不要等)がございましたら、事務局までご連絡お願いします。

・石渡国際奉仕委員長より、タイ浄水器贈呈へのご支援ありがとうございました。本年度は
タイより鈴木前会長が27日の例会へいらして下さる予定ですので、その時に贈呈したいと
思っております。

＜伝達・贈呈＞：なし

■ 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

次回の予定

2月13日 地区大会にて移動例会

2020年1月30日

第1330回 例会報告
会員数 出 席 出席率 前々回訂正出席率
２0人 19名 95.00％ 1月16日 100％

第2580地区ガバナー
新本博司

本日のプログラム

国際奉仕フォーラム

～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「日も風も星も」

■ ゲ ス ト

■ ビジター なし

１月30日の卓話は、玉泉院 井上慶亮氏による
「今を知り、今を考え、今に学ぶ」

令和２年 七赤金星 庚(かのえ)子年をどう生きるか でした。

当クラブチャーターメンバーでもある井上日宏会員のご令孫 井上慶亮氏が、井上
会員の命日の前日に卓話にいらしてくださいました。
今年一年の展望、各本命数へのアドバイスから井上会員のエピソードまで３０分では
収まり切れないお話しをして頂きました。

２月は「平和構築と紛争予防月間」です。

２月のロータリーレートは、１ドル＝110円です。



左下からの続き

ロータリー創立から115年で、ありとあらゆることが変化してきたようですが、ロータリーの
理念だけは変わることがありません。当時も今も、親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダー
シップのためにロータリーはあり続けます。超我の奉仕というモットー自体は1911年に掲げら
れたものですが、その理念はすでにロータリー創始者たちが打ち出していました。

世界中で変化のスピードが速まっていく中、ロータリーの奉仕への必要性はますます高まっ
ていきます。奉仕プロジェクトについて記事で読むのと、実際の活動やプロジェクトで恩恵を
受けた人びとの感謝に満ちた顔を目の当たりにするのとでは、受ける感銘がまったく違います。
ロータリーのプロジェクトは、人びとの暮らしを変え、世界をつなげます。そして、この1年間
でいくつかの素晴らしいプロジェクトが実施されました。

昨年、私は妻のゲイと福島県を訪れました。2011年3月に福島を襲った地震・津波・原発事故
という惨劇は、世界でもあまり類を見ません。しかし福島で今日見られるのは、悲劇の物語で
はなく、希望と再生の物語です。ロータリー補助金により被災者は医療とメンタルヘルスケア
が受けやすくなり、震災を乗り越えた他国の人びとの体験談を知ることで孤独が癒されます。
また、ロータリー補助金は地域全体にわたって自発的な取り組みと持続可能な長期的地域復興
をうながしています。

上海では、Careers in Careというプログラムについて学びました。高齢者のケア施設で必要
とされる熟練専門家の不足を補う移民労働者を支援するプログラムです。プログラムを受講す
ると修了証が発行され、研修生の就職の見込みは高まり、人材プールが拡大することでケア産
業も恩恵を受けます。このようなロータリープロジェクトは、地元のニーズに応え、長期にわ
たって効果を出しつづけられるように地方自治体から補助金を引き出せる力があるからこそ成
功するのです。

また、グアテマラではゲイと一緒にサンパンゴ村を訪れました。この村ではグローバル補助
金のおかげで豆乳製造機、配水管網の改修、浄水器、清潔なコンポスト・トイレ、ファミリー
ガーデン、収入創出の支援、WASHの研修、識字率向上プログラムが提供されました。ここで
売られる食品は女性や子どもにとって栄養源となるだけでなく、地元女性の収入源ともなりま
す。

あらゆる重点分野で、世界中のあらゆる地域で、ロータリープロジェクトは人びとの暮らし
を向上させ、地域が変化のスピードに適応する手助けをしています。今年もロータリーにとっ
て有意義な1年となったことを祝う中、ロータリーの奉仕がこれほどの成果をあげている理由で
ある「つながり」を深めることに、ふたたび全力を傾けようではありませんか。ロータリーは
世界をつなぎながら、人びとの暮らしを向上させていくのです。

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 ： 2020年1月30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、野木、石渡

（1）会長挨拶

（2）審議・報告事項

①2月度プログラム予定：承認

②12月度会計報告：承認

③100％出席報告：承認

④年末家族会収支報告：承認(－97,619円は基金口より補填)

⑤江東RC主催「社会奉仕フェスティバル」協賛について：ニコニコより3万円寄付承認

⑥4月2日江東RCとの合同夜間例会変更について：承認

場所：ロイヤルパークホテルより日本橋「たいめいけん」へ変更

⑦次年度(2020-21年度)地区委員について：承認

職業奉仕委員：林会員、社会奉仕委員：原田会員

⑧合同事務所ネット回線変更報告：承認

現在使用の「Bフレッツ」の終了に伴い、「フレッツ光ネクスト」への切り替え

現在のネット使用料、約2,000円が若干安くなる予定

⑨地区大会「金子ナイト」について：地区大会参加のベイメンバーでの懇親会について報告

（3）閉 会

2月度理事役員会は、2月27日(木)11：00より開催の予定です。

【2月度の行事予定】( )内は出席予定者

2/4 地区クラブ奉仕委員長報告会及び賀詞交歓会(岡本会員)

2/6 次年度第１回会長幹事会(岡本会員、原田会員)

2/12 地区大会：会長幹事会、晩餐会(金子会長・三宅幹事)

2/13 地区大会：本会議(金子会長・三宅幹事・林会員・石渡会員・野木会員・波多野会員・

森会員・原田会員・工藤会員)

第１回３０周年記念例会実行委員会での主な提案事項

※内容は理事役員会へ提案、承認後に決定となります。

①記念例会の日時等の確定：２０２１年１月28日(木) 会場は15～20時

会場：ロイヤルパークホテル３階「ロイヤルルーム」→100名程度の出席者での会場を確認中

②30周年記念事業について

(1) 記念例会内容について

・ご挨拶：(2020-21年度)ガバナー 野生司義光様(東京小石川RC)、ベイ担当ガバナー補佐

・コンサート

(2) 祝賀会について：懇親会(お食事のみ)

(3) 30周年記念事業について：R財団、米山奨学、希望の風、スリウォンへの寄付

③招待者リスト作成

(地区)ガバナー・地区幹事・パストガバナー(東分区選出のみ)

(分区)ガバナー補佐・元分区代理・元ガバナー補佐・各クラブ会長,幹事

(7ベイ)各クラブ会長,幹事、江東RC会員

RI会長からのメッセージ(2020年2月)
2019-20年度会長 マーク・ダニエル・マローニー

ロータリアンならびにロータリーファミリーの皆さま、115周年おめでとうございます。
1905年以降、世界は大きく変わりました。当時、世界の人口は約17億。今日では77億です。

115年前、米国における電話の所有数は、100人につき5台でした。2020年には、米国人の携
帯電話所有率は96パーセントだといいます。また、中国でもインドでも10億台を超える携帯
電話が使われています。

右上へ続く


