３月２６日の卓話は、旧福江藩五島家 第35代当主 五島典昭氏による
国指定名勝「福江城心字が池庭園」よもやま話 でした。
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第2580地区ガバナー
新本博司
粋でいなせなロータリアン

本日のプログラム

会長 金子高一郎

次回以降の予定
６月１１日 特別休会④

次年度第１・２回クラブ協議会

2020年３月26日
第1336回 例会報告
■
■
■
■

金子高一郎君
石渡 秀雄君

荒井 節子君

工藤 久志君

波多野幸雄君

五島さん、五島さんの魅力ではなく五島市の魅力を存分にお伝え下さい。
オリンピック延期で会社がある潮見町内にあるホテルはオープン前に
大ピンチ。オープンしているアパホテル、リブマックスは割引セール、
オープン前のプリンスホテル東京ベイ潮見はどうなるのか？
まあー。大変なことになりましたネ。フリーの私も仕事ゼロ、でもなんとか
いきてます。コロナウイルスをトランプさんがチャイニーズウィルスと述べた
ことにスカッとしました。
新型コロナウィルス感染の収束が見通せず困った事ですね。東京五輪も来年に
延期になりましたね。これからどうなるか心配な面もあるが、頑張りましょう。
今日の卓話、五島様、よろしくお願いします。
コロナ、コロナとうるさいぐらい騒いでおりますが、やっぱり大事なことは、
お互い注意しましょう。
水谷 文彦君
花粉症、電車でくしゃみいができない。
岡本 隆一君
お久しぶりです。五島様、卓話よろしくお願いします。
野木 芳宏君
五島様のお話楽しみにしております。
コロナウイルス、コワイですね。
宮島 俊雄君
五島さん、卓話楽しみにしています。
土屋 東明君
卓話、宜しくお願いします。
森 達郎 君
コロナ、コロナと大変ですが、年末までは全てダメでしょう
から、頑張りましょう。
原田 俊彦君
五島様、本日はよろしくお願いします。
武内 次男君
卓話に五島様をお迎えして。
田中 保 君
今日は五島さん、よろしくお願いします。
合計 ２８，０００円

会員数
２0人

６月18日 「一年を顧みて」
金子高一郎会長・三宅郁子幹事
出席
15名

出席率
75.00％

前々回訂正出席率
2月13日 100％

点
鐘
ロータリーソング「それでこそロータリー」
ゲスト
石山徹氏(京都造形芸術大学 客員教授)
ビジター なし

＜会長・幹事報告＞
・本日、例会に先立ち、３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。)
・休会中にネット審議による、4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。)
＜伝達・贈呈＞
・３月の記念日
会員お誕生日：荒井会員(５日)、原田会員(12日)、田中会員(25日)
配偶者お誕生日：工藤一枝様（２日）
結婚記念日：森会員ご夫妻(２日)、工藤会員ご夫妻(４日)、武内会員ご夫妻(18日)、
波多野会員ご夫妻(23日)
・４月の記念日
会員お誕生日：宮島会員(13日)
結婚記念日：宮島ご夫妻(7日)、石渡ご夫妻(25日)、林ご夫妻(29日)
・5月の記念日：
会員お誕生日 石渡会員(８日)、配偶者お誕生日：波多野恵子様(１日)
結婚記念日 岡本会員ご夫妻(８日)
■ 例会日
■ 例会場
■ 事務局

毎週木曜日 １２：３０～１３：３０
■ 役 員 ／ 会
長
〒103-8520 東京都中央区日本橋蠣殻町2-1-1
会長エレクト
ロイヤルパークホテル TEL 03-3667-1111・FAX03-3667-1615
幹
事
〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-1-5 Ａビル６Ｆ
副幹事
TEL 03-5637-4608 ・ FAX 03-5637-4611
E-mail tokyobay@club.email.ne.jp
会報委員長

金子高一郎
岡本 隆一
三宅 郁子
原田 俊彦
市川 英治

開催日時 ：
開催場所 ：
出席者 ：
委任状出席：

2019-20年度 ３月度理事役員会議事録
2020年３月26日(木) 11：00～
ロイヤルパークホテル 2階 東雲の間
金子、岡本、水谷、田中、土屋、原田、波多野、野木、石渡
三宅、許

（1）会長挨拶
（2）審議・報告事項
①４月度プログラム予定
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、４月2日・９日を休会とする。
また、16日は会長預かりとし、追って会長より通知することを承認
②２月度会計報告：承認

③次年度理事役員構成について：承認
④春の家庭集会開催について：4月中の開催は中止することを承認
新型コロナウィルス拡大の状況を踏まえて、5・6月の開催を再度検討
⑤青少年交換留学生受け入れについて：受け入れを断ることを承認
⑥30周年実行委員会からの提案事項の承認について
a.記念講演は行わず、記念コンサートを日本フィルハーモニー交響楽団に依頼する
ことを 承認
b.記念事業費としてクラブ基金口より100万円の予算を組むことを承認

（3）閉

会

2019-20年度 ４月度理事役員会議事録
開催日時 ： 2020年4月23日(木)～
開催場所 ： ネットにて承認依頼
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
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、ネット審議といたします。
（2）審議・報告事項
①５月度プログラム予定：コロナウィルス感染拡大防止のため休会
②３月度会計報告：承認
③新型コロナウイルスに対する医療貢献事業(フェイスシールド寄贈)協力
ニコニコより2万円寄付：承認
④春の家庭集会、延期について：承認
今後の状況を判断し、開催時期は再度、連絡する。
（3）閉

会

2020年４月 RI会長からのメッセージ
2019-20年度会長 マーク・ダニエル・マローニー
私は家族についてよく考えます。自分の家族やロータリーファミリーについてだけではなく、私たち
が奉仕する地域に暮らす家族のことも。世界各地で母子が生き残るために直面している難題は、私たち
の大半が一生理解することもできないものなのでしょう。世界保健機関（WHO）によると、低所得国の
女性が妊娠・出産、または関連した原因で死亡するリスクは、高所得国の女性の120倍だそうです。乳児
死亡率が世界中で下降しているのはよい知らせですが、それでも、この世に生を受けて1年以内に400万
人の乳児が毎年命を落としています。
4月はロータリーの母子の健康月間です。私たちに何ができるかを考えるとき、カラバルサウスCB・
ローターアクトクラブ（ナイジェリア）などのクラブがインスピレーションを与えてくれます。カナン
シティ・ローターアクトクラブと提携して、乳児の死亡を防止し、母子の産後の健康を向上させるベス
トプラクティスを母親に教えるためのプログラムを実施しました。バングラデシュでは、ダッカノー
ス・ロータリークラブが出産にまつわる医療費を支払えない妊婦に無料で診療と医薬品を提供していま
す。ideas.rotary.orgには母子を救うためのプロジェクトがほかにも掲載されています。ぜひ参考にして
ください。
私たちはまた、紛争、貧困、災害で、この10年間に何百人もの人びとが住居を失う姿を目の当たりに
してきました。グローバルな難民危機に瀕して、ロータリーは手をこまぬいていたわけではありません。
昨年11月の国連ロータリーデーでは、難民コミュニティを援助するために行動を起こしたひとりの
ロータリー平和フェローと5人のロータリアンが表彰されました。モントレーキャナリーロウ・ロータ
リークラブ（カリフォルニア州）のイルゲ・カランカック・スプレインさんはそのうちのひとりです。
トルコの難民キャンプを訪ねた彼女は、難民キャンプでテント暮らしをする人びとのために1,000組の子
ども用靴と靴下を集めるロータリープロジェクトを指揮し、のちには難民の子どもたちの教育を支援す
るグローバル補助金プロジェクトを率いました。3月には、私は妻のゲイとともにトルバルの難民キャン
プを訪れ、トルコとカリフォルニア州のロータリアンたちがシリア難民のために行っている素晴らしい
活動の成果を目にする機会を得ました。
母子、そして難民コミュニティが世界中で直面する艱難には目を覆いたくなります。しかし、ロータ
リーの一番の強み――ロータリーは世界をつなぐということ――を忘れなければ、解決策を探し出すこ
とができます。創造性、リソース、熱意、そしてこのネットワークをもってすれば、ロータリーはこう
いった問題にも対処する機会の扉を開くことができるのです。
2020年５月のメッセージ
「適応力を高める」というのは新しいロータリー行動計画で挙げられた目標のひとつです。今年はこの
能力が実に試される年となっているのではないでしょうか。
3月に私は妻のゲイとともにジンバブエ、トルコ、ほか8カ国を30日間で訪問しました。ジンバブエで
の医療プログラムとロンドンでのコモンウェルスウィークに参加したのち、11日目にはスイスとリヒテ
ンシュタインに向かいました。
ロンドンでパキスタン高等弁務官事務所での晩餐会に出席した際に、この日程ではすべての予定地を
まわりきることはできないと聞きました。それで、チューリッヒではなくエバンストンの国際ロータ
リー本部に戻りました。
3月上旬に、世界中で新型コロナウィルスの問題が深刻になっていきました。現地当局の助言に従い、
パリとローマでの国連会長主催会議はキャンセルに。その後ほどなくしてWHOが世界的なパンデミック
を宣言。ロータリーは重要な決断に際して当局と協議しました。すべてのロータリー地区とクラブに、
今後方針が変更されるまで対面でのクラブ会合を控え、ネット上で会合を実施するように通知しました。
迅速に対応してくださった地区とクラブに感謝いたします。
ロータリー理事会は初のネット上会合を開き、2020年ロータリー国際大会の実施を中止するという何
よりも難しい決定を下しました。出席を計画していた20,000人を超える参加者の皆さまと同じく、私も
非常に残念です。参加者とご家族、友人、同僚、そしてホノルル市民の健康と安全を守るために下した
決定です。正しい決断だったと信じています。
最高のロータリー国際大会になるはずだったホノルル大会を企画してくれた2020年ホノルル国際大会
委員会、ホスト組織委員会、2020ホノルル国際大会推進委員会に感謝します。この大会のために尽力し
てくださいました。
今号の『The Rotarian』は国際大会中止の決定が下される中でリリースされましたが、ほかにも多く
のロータリー全体に関わる決定がまだ議論されています。『The Rotarian』誌やロータリーの地域雑誌、
そしてソーシャルメディアのアカウントで今後発信される続報をお待ちください。
本ロータリー年度の始めに、新しい行動計画がすべてのロータリアンとローターアクターにとって重
要であることをお伝えしました。今、必要に迫られて、行動計画を実行に移します。それには、国際大
会などをバーチャルなイベントとして開催する可能性も含まれます。詳しくは近日お伝えします。
世界が大きく変化する中、ロータリーも変化しなければなりません。適応力と強さが私たちを導いて
くれることでしょう。世界は今まで以上にロータリーのリーダーシップを必要としています。まさに、
「ロータリーは世界をつなぐ」のです。

