2021年10月第4週 オープン例会ウィーク (会員増強に向けて)
1)オープン例会とは、会員候補者(非会員)の方がメンバーと一緒に参加することができる例会を「オ
ープン例会」といいます。
2)ロータリークラブって何?例会では何するの?どんなメンバーがいるの?等々、非会員の方々はクラブに対し
て疑問や不安を感じています。クラブの例会に会員候補者をお招きして、例会を体験していただくことで不
安を解消してもらうことがオープン例会の目的です。
3)会員増強に成功しているクラブにその秘訣を伺ったところ、毎年オープン例会を行っているということで
した。そのクラブでは、良い印象を持っていただくために、オープン例会の日は、いつもより少事と、とび
きりの卓話者を手配しているそうです。会員候補者をその都度1人ずつ入会させるのではなく、ある程度人数
が揃ったらオープン例会をして同時に入会いただくことで、同期の絆も生まれ、ロータリーでの居心地が良
くなり退会防止の抑止にもつながります。
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4)「世界ポリオデー」、「読書週間」、「交通安全運動」等は、期日や期間を定めて集中的に促進すること
で、効果を高めることを期待しています。この手法を採用しオープン例会の効果を最大化できないかと考え
ています。例えば、オープン例会に賛同いただいたクラブがホームページやSNSにオープン例会に関する投
稿をすると、短期間にあちこちで「ロータリー」や「例会」という言葉を可能性が高まります。オープン例
会は既にいくつかのクラブが単独で実施していますが、2021～22年度は10月18日～24日に賛同クラブが一
斉に実施することで効果がアップすることを目指します。
5)地区ではオープン例会を行うクラブに対し、卓話者の紹介や会員候補者の食事代の一部負担等を検討して
います。

東分区ガバナー補佐 金谷正次様、東分区分区幹事 奥山惠一様
１年間大変お世話になりました。東京ベイロータリークラブさんの今後の益々のご繁栄をお祈
り申し上げます。
岡本 隆一君
一年間お世話になり、ありがとうございました。
原田 俊彦君
皆さん、お元気でしたか？お久しぶりです。引継式、よろしくお願いします。
波多野幸雄君
お久し振りです。お元気ですか。ワクチン接種(2回)終わりました。
岡本会長、他役員の方々、一年間ご苦労様でした。
森 達郎 君
あまりにも久し振りなので、例会のやり方を忘れてしまいました。
次年度もよろしくお願い致します。
三宅 郁子君
岡本会長、原田幹事、おつかれさまでした。
原田次年度会長、田中次年度幹事、宜しくお願いします。
次年度分区幹事、始まっています。
武内 次男君
皆さん、お久し振りです。お元気ですか。会長・幹事、お疲れ様でした。
石渡 秀雄君
えっ！今日で最終例会？短い１年でした。
次年度はすぐにオリンピックです。１ヵ月先の事まで分からない中、皆様、
しっかり進みましょう！
水谷 文彦君
会長、幹事、お疲れ様でした。新役員の皆様、よろしくお願い致します。
野木 芳宏君
久し振りの例会、楽しくやりましょう。
宮島 俊雄君
岡本会長、原田幹事、一年間お疲れ様でした。
ワクチン２回接種致しました。
荒井 節子君
約３カ月振りの例会！昨夜は嬉しさの余り、よく眠れませんでした。
パンダ双子の誕生はコロナ禍の中、ハッピーなニュースですネ。名前はコ抜き
のロンロンとナンナンはどうかしら？
田中 保 君
最終例会よろしくお願いします。来期もよろしくお願いします。
林 茂男 君
感染リバウンドで困りましたね。
ロータリー例会、活動、思うようじゃありませんね。
土屋 東明君
会長、幹事、あっ！！という間の一年、お疲れ様でした。
金子高一郎君
岡本会長、原田幹事、一年間大変、大変お疲れ様でした。これで、岡本基金、
出来ましたね。
岡本ガバナー補佐、三宅分区幹事、原田会長、田中幹事、来年頑張って下さい。
途中、退席します。
合計 ３５，０００円
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世界で、日本で、地域で、 第2580地区ガバナー
若林英博(東京麹町RC)
良いことをしよう
地域社会に関わろう

会長 原田俊彦

本日の卓話

次回の卓話

「就任挨拶」
会長 原田俊彦
幹事 田中 保

「就任挨拶」
クラブ奉仕委員長 石渡秀雄
職業奉仕委員長 工藤久志
国際奉仕委員長 三宅郁子

2021年6月24日
第1364回 例会報告
■
■
■
■

Serve to Change Lives
シェカール・メータ会長

会員数
19人

出席
15名

出席率
78.94％

前々回訂正出席率
臨時休会

点 鐘
ロータリーソング 「それでこそロータリー」
ゲスト : 国際ロータリー第2580地区東分区幹事 奥山惠一様(東京東RC)
ビジター : なし

＜会長・幹事報告＞
・本日、例会に先立ち、6月度理事役員会を開催致しました。内容は、中面をご参照下さい。
・原田会長エレクトより、本日、理事役員会終了後に第3回被選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＞
・荒井次年度プログラム委員長より、次年度もコロナ禍での例会が予想されます。つきましては、
外部の方ではなく、会員の皆様に卓話をして頂きたくお願い致します。
＜伝達・贈呈＞ 中面にお写真がございます。
・米山カウンセラー感謝状：野木会員
・5，6月の記念日及び原田幹事記念日(前回、贈呈漏れのため)：
会員お誕生日(記念品贈呈)：3月12日 原田会員、5月6日 石渡会員、6月5日 武内会員
6月19日 野木会員
配偶者お誕生日：5月1日 波多野恵子様、6月7日 宮島順子様、6月25日 三宅浩一様
結婚記念日:5月8日 岡本会員、6月6日 水谷会員、6月8日 野木会員
■ 例会日
■ 例会場

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
■ 事務局 〒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

原田 俊彦
石渡 秀雄
田中 保
波多野幸雄
宮島俊雄

6月24日の卓話及びプログラム

伝達・贈呈の模様

・「ご挨拶」 奥山惠一分区幹事
来場することのできなかった、金谷正次ガバナー補佐の
メッセージを代読され、一年間の活動への感謝のご挨拶が
ございました。
・「退任挨拶」会長 岡本隆一
一年間会員の皆さまにはいろいろな面でお世話になり、
ありがとうございます。
創立３０周年の年の会長ということで、クラブ運営にあたり、
皆さまには多大なるご理解とご協力に感謝申し上げます。
年度当初から「コロナ禍」にも拘わらず、上半期は何
とか予定どおり進めることができました。そして、１月２８日
の創立３０周年記念例会が、皆さまのご協力により当初の予定より縮小版でしたが、無事に開
催することができました。とても思い出深い創立記念例会になったと思います。
記念例会後は、緊急事態宣言が発令の中、「対面例会」にこだわり開催の道を探ってまいり
ましたが、とうとう下半期はまともな例会が開催できませんでした。このことに関しては、と
ても残念に思います。申し訳ありません。
コロナワクチンの接種が進み始めましたが、皆さまにおかれましても、これから油断するこ
となく活動していかれることを祈念致します。
最後になりますが、「ロータリーのあるべき姿」を毎週報にご寄稿いただいた林会員に重ね
て御礼申し上げます。
一年間誠にありがとうございました。
・「退任挨拶」幹事 原田俊彦
今年度は2021年に入ってからはほとんどが緊急事態宣言下にあり、
例会も今日を含めて3回しか行われませんでした。ただし、3０周年
記念例会が無事に出来たことと、この間会員の皆さんがコロナに感染
しなかったことは何よりでした。
また、休会中の週報に全16回にわたり林さんから投稿いただきました。
ロータリーの歴史や職業奉仕についてなど、内容が多岐にわたり大変勉強
になりました。ありがとうございました。
こういう時期でしたが、いつも通りにクラブの活動にご協力いただけたことを皆さんに感謝
申し上げます。
・引継式 【木槌】
岡本会長→原田会長エレクト
【クラブ印】原田幹事→田中副幹事
【タクト】 波多野ソングリーダー(留任)

2020-21年度 ６月度理事役員会議事録
会長
幹事

岡本
原田

隆一
俊彦

開催日時：2021年６月２４日 11:00～
開催場所：ロイヤルパークホテル 20階「パラツィオ」
出 席 者：岡本、金子、原田、水谷、森、石渡、土屋、田中/委任状：許/欠席：工藤

（１）審議・報告事項
①5月度会計報告：承認
②会費等返還の件：不承認、残金は基金口へ振替
③ロータリーポロシャツ購入の件：承認
地区制作のポロシャツ(1枚2,000円)をクラブで購入
（２）閉

会

2021-22年度 第3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：2021年6月24日 今年度理事役員会終了後
開催場所：ロイヤルパークホテル20階「パラツィオ」
出 席 者：原田、田中、岡本、石渡、水谷、土屋、三宅、森、荒井、波多野/欠席者：工藤
（１）審議・報告事項
①7月度プログラム予定：承認
②コロナウィルス感染症拡大時の休会判断について：会長に一任することを承認
③オープン例会について
10月21日 三枝成彰氏を卓話にお呼びし、オープン例会とすること。
（２）閉 会
次回の理事役員会は、7月1日(木)12:00～臨時理事役員会を開催いたします。
【7月度の会合予定】(出席予定者：敬称略)
7/8
地区ワークショップ@zoom(岡本・三宅・金子)
7/9
第1回東分区会長幹事@東武ホテルレバント(原田・田中)
7/12
東分区歴代ガバナー・ガバナー補佐会@千代田(林・岡本)
7/13
地区R財団委員会@zoom(金子)
7/20
東分区懇親ゴルフ大会幹事会@イースト２１(原田・工藤)

