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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

5月6日 臨時休会

5月13日 通常例会

202１年4月1日

第136２回 例会報告

会員数 出 席 出席率 前々回訂正出席率
19人 17名 89.47％ 休会

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4月号

2020-21年度 ４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４月15日～22日
開催場所 ： メールにて審議
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
①５月度プログラム予定：承認

5月 6日 臨時休会
5月13日 IM基調講演及びパネルディスカッション映像視聴
5月20日 第６回及び次年度第１回クラブ協議会
5月27日 通常例会(プログラム未定)

②３月度会計報告：承認

③会員増強委員会をクラブ奉仕委員会の小委員会から、独立した委員会にする件(原田エレクト提案)
理由：今後のクラブを見据えると会員増強は必須です。そのため独立した委員会にして活動を
強化したい。： 承認⇒総会での承認を得てから、実施。

ニコニコボックス
岡本 隆一君 久しぶりの例会です。元気にやってます。(ホント)
原田 俊彦君 皆さん、お久しぶりです。本日のクラブ協議会、よろしくお願いします。
丸山 文人君 皆さん、お久しぶりです。成田の森ゴルフにて21回目のエージシュートが出る。

ゴルフは楽しいです。
金子高一郎君 無事、長女が生まれました！！ と、エイプリルフールです。

ご無沙汰しております。
荒井 節子君 お久しぶりです。名物の目黒川の桜、５分咲き、８分咲き、満開とワンちゃんの散歩

を兼ねて楽しみました。今朝は葉桜になっていました。
高校野球決勝戦、東海大相模、勝ってほしい！

林 茂男 君 第四波襲来ですね。油断出来ません。注意しましょう。
石渡 秀雄君 お久しぶりです。例会がお休みの間、色々ありました。大変でした。だけど、体調は

すこぶる良いので、なんとか乗りきってきました。４月以降も頑張ります。
宮島 俊雄君 久し振りの出席です。宜しくお願い致します。
工藤 久志君 久し振りの例会ですね。皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。
土屋 東明君 お久しぶりです。
武内 次男君 皆さん、宜しく。
水谷 文彦君 お久しぶりです。クラブ協議会、よろしくお願いします。
三宅 郁子君 本日より仕事、戻りました。
森 達郎 君 皆様、お久しぶりです。コロナは年内までこんな調子で続くでしょう。とても疲れ

ますね。
野木 芳宏君 久し振りの例会、楽しみにしております。
波多野幸雄君 皆さん、お久し振りです。元気に過ごしておりましたが、今後も例会が続くことを

願っております。
田中 保 君 今日は、受付です。

合計 ３４，０００円

＜会長報告＞
・1月28日 創立30周年記念例会を無事に終えることができ、お礼申し上げます。
・1月29日 東分区会長幹事会がzoomにて開催されました。
・2月26日 ガバナー補佐３名と会い、東分区職業奉仕キャンペーンに野木会員事業所のマスク
を加えて頂き、75，000枚の注文がございました。
・3月8日 東分区IMが開催されました。その際、東分区懇親ゴルフ大会の表彰式が行われ、ベ
イは団体7位、工藤会員がシニアの部で優勝されました。
・3月9日 ベイの社会奉仕活動として、江東区社会福祉協議会にマスク2万枚を寄付し、区内の
介護施設で使用して頂くこととなりました。
・4月8日 地区大会ですが、コロナウイルス感染拡大により、出席登録者が限られておりますの
で、皆さんはyoutubeにて配信をご覧下さい。
・本日４月1日に予定しておりました、江東RCとの合同例会については、今年度中の開催は中止
といたしました。
・6月末までの地区等が主催の会合は基本webとなります。(地区研修協議会を含む)

＜幹事報告＞
・4月21日に開催予定の地区研修協議会はzoomにて開催されます。ご出席予定の方には詳細
をお知らせしております。また、今週中には、練習配信もございますので、ご活用ください。

例会報告は中面に続きます。

■ 点 鐘
■ ロータリーソング 「君が代」「奉仕の理想」
■ ゲスト なし
■ ビジター 川尻弘樹様(東京羽田RC)

～ゴルフ会より～
11月8日開催予定、次年度東分区懇親ゴルフ大会は
親クラブである江東RCがホストをされます。
4月14日開催予定会場である、水海道ゴルフクラブの
視察に同行いたしました。



4月1日のプログラム「第5回クラブ協議会」
～コロナ禍における例会のあり方についての意見交換～

• 1月28日の記念例会以降、2・3月と休会が続いたが、再開できて嬉しい。反面、大阪や宮城で感染
者数の増加が続いているので、今後、ゴールデンウイーク明けまでに東京でも増加するのではない
かと思う。そういった状況下では、zoom等での開催もやむなしとも思うが、ネットでの例会には対
応に個人差があり難しい。例会の開催も大切だが、感染リスクを抑えることが一番なので、週報を
発行する等、クラブの動向が把握できれば、休会しても仕方ないと思う。4月15日以降は休会で様
子を見ても良いのではないか。

• 他の業界に比べるとベイのコロナに対する対応は早いと思う。休会になった分の例会費を何かに生
かせればよいと思う。

• 日々情勢が変わるので、会長、幹事判断に任せる。

• 会長、幹事判断に任せる。気を緩めることなく行わないといけない。ボランティアをしている迎賓
館は12月25日から5月1日まで休館となっている。クラブからメール等で頻繁に連絡が届くので、
助かっている。

• コロナ第4波が来そうな状況で、密閉される中での開催は難しいと思う。ホテルもアクリル板を用意
してくれているが、飛沫感染が一番の原因と言われているので安全性は不十分だと思う。

• 他のクラブの状況や地区からの通達(通達は特にない)⇒ならば、会長、幹事決定で良い。

• ルール上、問題がなければ、今まで通り、会長、幹事にお任せします。

• ワクチンや治療薬が確立されるまでは、現状が続くだろう。知人の72歳の女医の方でもワクチンが
回ってきていない。ワクチンが行き届かなければ、第3波より倍の波が来るだろう。医療官憲者も
データが少ないため、イギリス株の広がり具合等、全てにおいて「分からない」のが現状。6月末ま
でに今の状況は変わらないだろうから、会長、幹事に一任します。

• 地区会議のzoomに参加し、慣れてきました。年齢の高いメンバーが罹患すれば、命に関わるので、
無理はしないほうが良いと思う。

• 自分の周囲に2名の感染者が出ました。一人は、微熱だけでしたが、もう一人の70代の人は、1ヵ月
エクモを使用し、死ぬ思いをしたそうです。現在でも、喉が潰れたような、しゃがれ声で直らない
ようですし、少ししゃべっただけで息が切れていました。喫煙者のかたは気をつけてください。と
は言え、私自身も経済を気にしなければいけなくて、月に一度、高山へ出張しています。可能な限
り、例会は開催して欲しい。皆さんの普段の生活は感染リスクからは程遠いと思っています。開催
は会長一任で。

• 当社の社員1名がコロナに罹り死亡しました。1月8日に感染確認、即入院、どんどん悪化し、2月6
日に死亡でした。56歳、肥満、糖尿病等の既往歴がありました。12月に逝去した、参議院議員の羽
田雄一郎氏と同様にあっという間でした。高齢者の介護者も危険です。

• 会社は感染者が出た後、全社員がPCR検査を受け、2名の陽性者を出しましたが、こちらは2週間の
隔離で陰性となりました。自分の身近で起きたことなので、ショックです。みなさん、気を付けて
下さい。

• コロナを甘く見てはいけないと思います。自分で自分を守らなければなりません。政府はオリン
ピック開催が最優先です。私自身も高齢者ですが、ワクチン情報等全く届きません。会議や会合に
はいかないようにしています。他クラブの動向も分かりませんし、基本的には会長、幹事に一任で
すが、あまり開催しなくても良いのではないかと思います。

• コロナのせいで、関わる必要のないネット会議に関わらないといけないなんて聞いていません。開
催に関しては、会長、幹事にお任せします。

• 皆さんの思いは、尊重させて頂き、今後のクラブ運営を進めます。
ご意見ありがとうございました。

例会報告の続き

＜委員会報告＞
・30周年記念事業であります、タイ浄水器への送金を致しましたのでご報告致します。

＜伝達・贈呈＞
・100％出席表彰：金子高一郎会員(通算11年)、波多野幸雄会員(通算10年)

・東分区懇親ゴルフ会：シニアの部優勝 工藤会員

・2、3、4月の記念日：
会員お誕生日(記念品贈呈)
2月3日 水谷会員、2月8日 金子会員、 2月18日 土屋会員、
3月5日 荒井会員、3月12日 原田会員、3月25日 田中会員
4月13日 宮島会員

配偶者お誕生日
2月8日 森栄子様、2月14日 武内恭子様、2月17日 市川安子様
3月2日 工藤一枝様

結婚記念日
2月15日 丸山会員
3月2日 森会員、3月4日 工藤会員、3月18日 武内会員、3月23日 波多野会員
4月7日 宮島会員、4月25日 石渡会員、4月29日 林会員

2021-22年度 第１回被選理事役員会議事録
会長エレクト 原田 俊彦

副幹事 田中 保
開催日時 ： 2020年4月15日 ～ 21日
開催場所 ： メールによる審議
出 席 者 ： 原田、田中、岡本、石渡、水谷、工藤、土屋、三宅、森、荒井、波多野

（１）審議・報告事項
①２０２１－２２年度 行事予定について：承認

②予算案について：承認

それぞれの詳細につきましては、別途、ご報告させて頂きます。


