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３０周年 新たなる一歩へ！ 会長 岡本隆一

次回以降の予定

3月25日 臨時休会

４月1日 通常例会

202１年1月28日

第1361回 例会報告

会員数 出 席 出席率 前々回訂正出席率
19人 16名 84.21％ 12月10日 100％

第2580地区ガバナー
野生司 義光(東京小石川RC)

本日の卓話

なし

■ 例会日 毎週木曜日 １２：３０～１３：３０ ■ 役 員 ／ 会 長 岡本 隆一
■ 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 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
HP https://tokyobayrotaryclub.com

Rotary Opens 
Opportunites

ホルガー・クナーク会長

国際ロータリー 第２５８０地区 東分区
VOL.30 2021年３月号

＜会長・幹事報告＞
・1月度及び2月度の理事役員会は、メールにて審議致しました。(主な審議内容に関しましては、
中面をご覧下さい。)

<伝達・贈呈>
・2月及び3月の会員誕生日記念品は、例会再開時にお渡しする予定です。

・2月度の記念日：
ご本人お誕生日 ３日:水谷会員、８日:金子会員、18日：土屋会員
配偶者お誕生日 8日:森栄子様、14日:武内恭子様、17日:市川安子様
結婚記念日 15日:丸山会員ご夫妻

・3月度の記念日：
ご本人お誕生日 5日：荒井会員、12日：原田会員、25日：田中会員
配偶者お誕生日 2日：工藤一枝様
結婚記念日 2日：森会員ご夫妻、4日：工藤会員ご夫妻、

18日：武内会員ご夫妻、23日：波多野会員ご夫妻

■ 点 鐘
■ ロータリーソング 「君が代」「奉仕の理想」
■ ゲスト 澁澤倉庫株式会社 佐々木勇様・二井林直樹様

グエン・マイ・アインさん(米山奨学生)

今後の例会予定
4月1日 通常例会(年初予定の江東RCとの夜間例会は延期)
4月8日 地区大会(出席者のみ移動例会)

地区大会の模様は、13時より(12：30からアクセス可)YouTubeにてライブ配信されます。
https://youtu.be/3JTDcPn2N2E

4月15日 通常例会・4月度理事役員会
4月22日 特別休会(4月21日 地区協議会)
4月29日 祝日(昭和の日)

5月6・13・20・27日 通常例会

卓話、プログラム内容は決まり次第、お知らせ致します。

ニコニコボックス

岡本 隆一君 ようやく記念例会が開催できます。皆様のご協力に感謝します。
原田 俊彦君 創立30周年記念例会、皆さんで静かにしっとりとお祝いしましょう。
丸山 文人君 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。

1月16日鎌ヶ谷カントリーにて、20回目のエージシュートが出ました。
武内 次男君 新年おめでとうございます。今年もよろしく。創立30周年おめでとうございます。
市川 英治君 光陰矢のごとし、アット言う間の30年でした。私共、夫婦も結婚50年で金婚式を

迎えました。コロナ禍の中で元気で健康に過ごしている幸に感謝しております。
本日、東京ベイ創立30周年、誠にお目出度うございます。これを節目にガンバリ
ましょう。

林 茂男君 30周年、御目出度う御座居ます。
田中 保君 30周年、よろしくお願いします。
土屋 東明君 30周年おめでとうございます。何と、今年初例会です。
水谷 文彦君 30周年、おめでとうございます。
野木 芳宏君 新年、30周年おめでとうございます。佐々木勇様の再度のお話、楽しみにして

おります。
波多野幸雄君 明けましてお目出とうございます。今年もよろしくお願いします。

今日、30周年記念例会、お目出とうございます。末長く続くようお祈りしており
ます。

金子高一郎君 30周年、誠におめでとうございます。ところで、朝早く着いたので、朝食を摂った
ら、すごい量で・・・お腹いっぱいです。

石渡 秀雄君 30年前といえば、私はまだ、旅行会社に勤めていて、ロータリークラブやライオン
ズクラブの旅行を担当していました。30年後に自分がロータリアンとしている事
に喜びを感じます。ベイ30周年、これからもがんばりましょう！

三宅 郁子君 30周年、おめでとうございます。これからもよろしくお願いします。
森 達郎 君 いろんな事が30年間、クラブ活動しているとありますね。しかし、今日はお祝です。

30周年記念、楽しみましょう。
荒井 節子君 遅ればせ乍ら、新年おめでとうございます。併せて、30周年おめでとうございます。

１ヵ月以上、お会いしないと淋しさは、倍増ですね。今年もよろしく！
合計 ３5，０００円

創立30周年記念例会 記念例会の詳細に関しましては、週報「記念例会号」をご覧ください。

江東区社会福祉協議会へのマスク寄付

3月11日、江東区社会福祉協議会へ
マスク2万枚を寄付致しました。
寄付させて頂きましたマスクは、江東区
内の介護施設で活用頂ける予定です。

https://youtu.be/3JTDcPn2N2E


時間的リソースが限られていますから。会員のための道筋を描く上で、持てるもの、持たざるものを考慮に入れる
のが成功する計画づくりの秘訣です。
複数年戦略計画の作成に着手するには、まず、『今後2、3年におけるイニチアチブと優先事項は何か』と会員た
ちに問いかけ、自由に意見を出してもらいましょう。その答えを、目標を具体的に提示し、成果を測定できるように、
具体的な手段や行動を提示して書き出します。
次に、イニシアチブを三つから五つの優先事項に絞りこみます。その後クラブは各イニシアチブの具体的な目的
を定め、参加者、主な達成項目、進捗の把握方法、完了までの予定表を作成します。計画は短く、シンプルに。
あとは実行するのみです。イニシアチブの完了まで、進捗を確認し、年に1度は必要であれば計画を見直しましょ
う。クラブの計画づくりに役立つテンプレートがmy.rotary.org/ja/document/strategic-planning-guide
で入手できます。」
新しいテーマやアイデアを提供することで、クラブ内で有意義な話し合いがもたれてクラブの活性化につながれ
ばと思っています。私たちと同じくらい高潔な理念に導かれた、さまざまな背景や人生経験を持つ、幅広い年齢層
の多岐にわたる職業人を、どうすれば仲間にすることができるでしょうか。
戦略計画を通じて私たちはこの問題を模索し、どういうクラブにするかということや、どういう価値を会員や地域
社会に提供するかを決定するのです。どのクラブもほかとは異なり、どのクラブも唯一無二の価値を持っています。
計画を練る中で、今まで行っていた活動にはもはや重要性や魅力がなくなっていることに気づくクラブもあること
でしょう。
戦略計画が完成したら、行動を起こし、必要な変化を起こす時です。そうしてこそ、クラブはさらに強力なものにな
り、楽しいだけでなく、持続的な本物の影響を地域社会にもたらす、活気に満ちた行動的なクラブへと成長します。
クラブの独自性を見つけ、その中核的な価値をすべての活動において大切にすることで、ロータリーは機会の扉
を開き、あらゆる人びとの暮らしを豊かにするのです。
（本メッセージ発行後の2021年1月5日にグレゴリー・ヤンク元RI理事がお亡くなりになりました。オファーロン・
ロータリークラブ（米国イリノイ州）会員であったヤンクさんは、2017-19年度にRI理事を務め、2014年に超我
の奉仕賞を受賞されました。ヤンクさんのご家族・ご友人の皆さまに謹んでお悔やみ申し上げます。）

2021年2月
2月23日はロータリー設立記念日です。また、2月は平和構築と紛争予防月間でもあります。これには理由があ
ります。ロータリーは初期の頃からずっと、平和と国際理解への貢献に優先的に取り組んできました。
「今、どうすれば平和構築に寄与できるか？」としばしば質問を受けます。ロータリーでは、さまざまな方法で平和
構築ができます。青少年プログラム、国際共同委員会、平和のためのロータリー行動グループは、「積極的平和」
へと私たちを導いてくれます。
また、ロータリアン、ローターアクター、ロータリー平和フェローと学友による画期的なコラボレーションである
「ロータリアン平和プロジェクトインキュベーター（RPPI）」もあります。RPPIでは、スイスとリヒテンシュタインの
ロータリアンが中心となって48件のグローバルプロジェクトを立案しており、どのクラブも直接、またはロータリー
財団グローバル補助金を通じて支援できます。チュラロンコーン大学（タイ、バンコク）のロータリー平和センター
卒業生であるニノ・ロティシヴィリさんとマシュー・ヨハンセンさんも、RPPIに参加する数多いボランティアのひとり
です。
「ロータリーで平和を模索する旅の中で、人びとの回復力が内なる平和を築き、持続可能な外なる平和の創造
を助長することを学びました。その考えをもとに、ジョージアでの私の実地調査に基づいて「南コーカサスに女性
の平和大使を」プロジェクトが立ち上げられました。国境地方に暮らす混血の女性は、地域社会の内外で平和の
模範となれる驚異的な可能性を秘めていることに、RPPIのロータリアンや平和フェローが気づいたのです。体験
を伝えることで内外の平和を築くというワークショップで、約400人の親戚や地域住民に向け、40人の参加者が
自分たちの体験を語ります。インスピレーションを与える力を持ちながらこれまで注目されてこなかったこの女性
たちは、草の根レベルで平和を構築する内なる力を取り戻します。こうして私たちは、切実に実現が待たれる、持
続可能で平和な社会の構築に向けて、地域内だけでなく、世界で一歩ずつ前進していけるのです」 ―ニノ・ロ
ティシヴィリ
「RPPIのプロジェクトに参加し、現役の平和フェローや学友と一緒にプロジェクトを練ることで、ロータリーの平
和構築者コミュニティとの絆をさらに深めることができたことを、とても嬉しく思います。私のチームは、バングラデ
シュのプロジェクト3件、イラクのプロジェクト1件、ポーランドのプロジェクト1件と、合計5件立案しました。芸術と
教育に力を入れて、宗教的な対立を超えた対話を生み出し、若い世代の過激化を防ぐためのプロジェクトです。
コロナ禍にもかかわらず、テクノロジーの力を借りて協力し、アイデアを発展させ、試し、強化し、世界中のクラブが
平和推進のために実行できる解決策を生み出せたことに感銘を受けました。ロータリーの平和構築者コミュニ
ティとともに、それらのアイデアを実現していけるのを楽しみにしています」 ―マシュー・ヨハンセン
これもまた、ロータリーが言葉より行動を重んじることの証明です。これこそ、ロータリーの真の力です。ぜひRPPI
のウェブページを訪問して、さまざまなプロジェクトを見つけ、支援してください。
ロータリーは固い倫理観、超我の奉仕にかける情熱、問題解決の独自の手法により、116年もの長い年月にわ
たって存続してきました。ロータリーには、地域社会や国の境界線、民族、宗教、政治の対立を超えて、ありとあら
ゆる背景の人びとを一つに結び、人びとを助けることができるという強みがあります。今月は、ロータリーの歴史を
ふりかえり、全世界に相互理解、善意、そして私たちの究極の使命である平和をもたらすために、ロータリーがさま
ざまな方法で機会の扉を開いていることを誇りに思いましょう。

2020-21年度 １月度理事役員会議事録
会長 岡本 隆一
幹事 原田 俊彦

開催日時 ： 2021年1月21日～25日までに承認
開催方法 ： メール審議
出席者 ： 岡本、金子、原田、水谷、森、工藤、石渡、土屋、許、田中

（1）審議・報告事項
①2月度プログラム予定：承認
その後、緊急事態宣言延長に伴い、2月全休会を決定
４日：休会 11日：祝日(年初より休会予定)
18日：通常例会 25日：理事役員会・通常例会
コロナウィルス感染拡大状況を鑑み、臨時休会の判断は会長に一任

②12月度会計報告：承認

③100％出席表彰について：承認

④30周年記念例会タイムスケジュール・予算案について：承認

⑤12月10日開催、夜間例会決算について：承認(縮小開催につき、149,466円残)
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

2020-21年度 2月度理事役員会議事録
会長 岡本 隆一
幹事 原田 俊彦

開催日時 ： 2021年2月24日～28日までに承認
開催方法 ： メール審議
出席者 ： 岡本、金子、原田、水谷、森、工藤、石渡、土屋、許、田中

（1）審議・報告事項
①３月度プログラム予定：承認
４日：通常例会⇒休会に変更
11日：IM移動例会⇒休会(IM縮小開催につき)
18日：祝日(年初より休会予定)
25日：理事役員会・通常例会⇒休会に変更(3月15日：会長判断により変更)
コロナウィルス感染拡大状況を鑑み、臨時休会の判断は会長に一任

②1月度会計報告：承認

③30周年記念例会決算について：承認(年末家族会残金及び例会費用で支出し、差し引きゼロ)

④江東区介護施設へのマスク寄付に関して：承認(ニコニコより10万円の支出)

RI会長からのメッセージ
2020-21年度会長 ホルガー・クナーク

2021年1月
ついに1月です。2021年が始まるにあたり、この1年間以降のこともロータリーは見据えています。2022年、

2023年、さらにそれ以降に自分が何をしているか、お考えでしょうか。
未来を見ることはできませんが、行きたい方向へと向かうことならできます。どのロータリークラブにとっても、少
なくとも年に一度は戦略会議を開くのは大事なことです。今月は、クラブの計画づくりに大きくかかわってきたグ
レッグ・ヤンク元RI理事が話してくれました。
「『準備の失敗は失敗の準備』という有名な金言があります。ロータリーだけでなく、人生のどの局面でも、成功
するために計画は欠かせません。ロータリーは年を追うごとに計画作りのスキルを向上させています。
多くのロータリークラブが戦略計画で成果をあげています。これまで数多くのクラブと一緒に、私が青写真と呼
んでいるものを作ることで、道筋をつけるお手伝いをしてきました。『クラブのビジョンは何か』という根本的な問
題の答えとなる複数年計画のことです。その中でもすぐれた計画は、クラブが有する最高の機会にリソースを一点
集中させていました。会員や地域社会のために、すべてのニーズに応えることはできません。人的、金銭的、

続く↗


