
＜会長・幹事報告＞

・政府より緊急事態宣言発出が発出された際には、例会は休会と致します。

・ガバナー事務所より、熱海豪雨災害支援金のお願いが届いております。先ほど、持ち回り理事

役員会を開催させて頂き、会員１名当たり1,000円の支援金をニコニコよりお送りさせて頂く

ことと決定致しました。

＜委員会報告＞

・林会員より、7月7日に訪問されたお茶の水RCでの卓話についてご報告。

・原田会員、三宅会員より、本年も南三陸の伊里前保育円、名足保育こども園に花火を贈りまし

た。ご協力頂きました会員の皆様、ありがとうございました。

＜伝達・贈呈＞ ・地区委員委嘱状伝達

岡本隆一会員(ガバナー補佐・地区会員増強委員会委員)

金子高一郎会員(地区副幹事)、 三宅郁子会員(分区幹事)

林茂男会員(地区職業奉仕委員会委員・地区ｸﾗﾌﾞ運営支援委員会副委員長)

土屋東明会員(地区職業奉仕委員会委員・地区ｸﾗﾌﾞ運営支援委員会委員)

■ 点 鐘
■ ロータリーソング 「手に手つないで」
■ ゲスト : 江東RC 小嶋映治会長、江東RC 板倉健司幹事
■ ビジター : 川尻弘樹氏(東京羽田RC)

『東分区インターシティ・ミーティング』開催のご案内
記

開催日時 ２０２１年９月１３日(月)
１３：００ 登録開始、１４：００ 開会(点鐘)
１４：３０ 基調講演
「強いクラブ」と「世界のロータリー」について 元RI会長 田中作次氏(八潮RC)
１５：４５ パネルディスカッション
1６：１５ 案内・発表
1６：４５ 閉会(点鐘)

開催場所 東武ホテルレバント東京

※本年度は対面、リモートを選択することができます。ご希望を8月6日までに事務局までお知らせ下さい。
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東京ベイロータリークラブ
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地域社会に関わろう 会長 原田俊彦

次回以降の予定

7月29日・8月5,12,19日
休会

8月26日 通常例会

2021年7月8日

第1365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％ 6月24日 100％

第2580地区ガバナー
若林英博(東京麹町RC)

本日の卓話

緊急事態宣言発出に伴い
特別休会

■ 例会日 毎週木曜日 １２：３０～１３：３０ ■ 役 員 ／ 会長 原田 俊彦
■ 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 石渡 秀雄

ロイヤルパークホテル TEL 03-3667-1111・FAX03-3667-1615 幹事 田中 保
■ 事務局 〒130-0013  東京都墨田区錦糸1-1-5 Ａビル６Ｆ 副幹事 波多野幸雄

TEL 03-5637-4608 ・ FAX 03-5637-4611      
E-mail  tokyobay@club.email.ne.jp 会報委員長 宮島俊雄

Serve to Change Lives
シェカール・メータ会長
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世界で、日本で、地域で、
良いことをしよう

江東RC 小嶋映治会長、江東RC 板倉健司幹事
いつも御世話に成っております。今期、会長・幹事のご挨拶に参りました。
皆様、宜しく御願い致します。

原田 俊彦君 江東RC 小嶋会長、板倉幹事、ようこそお越しくださいました。本年もよろし
くお願い致します。
本日、就任挨拶、よろしくお願いします。

田中 保 君 先日「江東さん」ありがとうございました。一年間よろしくお願いします。
林 茂男 君 また、緊急事態宣言です。気を付けましょう！七夕の日、お茶の水RC 初例会

西村織姫会長誕生祝いで行ってきました。昔の職業奉仕仲間です。
石渡 秀雄君 本日は、各委員長挨拶、よろしくお願い致します。

さて、オリンピックです。どうなりますかね。私は海上運送の仕事があり、
結構忙しいです。

波多野幸雄君 大谷選手、ホームラン32号、お目出とうございます。すごいですね。
本日6名の皆様の就任挨拶、頑張って下さい。

工藤 久志君 緊急事態宣言発出ですね。此の先なにが起きるか分かりません。お互い健康
管理に充分注意をしましょう。

荒井 節子君 第１回ワクチン7月4日、アメリカ独立記念日に接種しました。１～２日は痛く
重だるい感じでした。６名の方の就任挨拶、心して傾聴させて頂きます。１年
間よろしく！

土屋 東明君 来週から休会？
許 瑛子 君 本年度、初めて例会に来ました。皆様、一年、よろしくお願い致します。
三宅 郁子君 国際奉仕、就任挨拶させて頂きます。
武内 次男君 6名の皆様、就任挨拶よろしくお願いします。
岡本 隆一君 委員長の皆様、よろしくお願いします。
野木 芳宏君 工藤さん、三宅さん、金子さん、石渡さん、土屋さん、森さん

よろしくお願いします。
金子高一郎君 工藤委員長、三宅委員長、石渡委員長、土屋委員長、森委員長、金子委員長

宜敷くお願い致します。
丸山 文人君 職業奉仕委員長 工藤会員、国際奉仕委員長 三宅会員、会員増強委員長

金子会員、クラブ奉仕委員長 石渡会員、社会奉仕委員長 土屋会員、青少年
奉仕委員長 森会員、一年間がんばって下さい。

森 達郎 君 本日は、各委員長の皆様、よろしくお願いします。
水谷 文彦君 工藤委員長、三宅委員長、石渡委員長、土屋委員長、森委員長、金子委員長

よろしくお願い致します。

合計 ４４，０００円

例会の詳細については

中面をご覧下さい。



7月8日例会報告及び卓話

・「ご挨拶」

江東RC 小嶋映治会長、江東RC 板倉健司幹事

江東ロータリークラブは来年3月に60周年を

迎えます。皆様にもご協力頂き、周年行事を

行いたいと思います。よろしくお願いします。

・「就任挨拶」クラブ奉仕委員長 石渡秀雄

クラブ奉仕委員長として原田会長、田中幹事をフォローしていきます。

会員相互連携をはかりクラブ、例会を楽しんで運営出来る様に各

委員と共に明るいクラブ運営を目指します。本年度もコロナの影響で

例会数も少ないですが、例会の内容を濃く充実させます。

・「就任挨拶」職業奉仕委員長 工藤久志

会長のテーマ「地域社会に関わろう」を踏まえてロータリーに

おける職業奉仕について改めて学習していく。

職業奉仕と言いながら実は奥深く、幅広いテーマです。

職業奉仕は皆様、其々、職業の倫理観があり大きなファクター

になると思いますので意見を聞きながら策を考えていく。

・「就任挨拶」社会奉仕委員長 土屋東明

原田会長の活動方針を受け、江東区内への奉仕を模索します。

また、従来の奉仕活動は改めて検討する一年とします。

いづれにしても、職業奉仕の理念を忘れずにロータリー

クラブらしい奉仕活動を目指します。

・「就任挨拶」国際奉仕委員長 三宅郁子

国際奉仕委員長を拝命いたしました、三宅郁子です。

よろしくお願いいたします。

今年度の国際奉仕はコロナの状況を見据えながら進めていければと

思います。

RI国際大会の日程は2022年6月4日～6月8日にヒューストンで開催

されます。皆様が参加できるよう検討していきたいと思います。

その他「ポリオ撲滅」「バギオ基金」皆様に理解・ご協力をお願いしたいと思っております。

・「就任挨拶」青少年奉仕委員長 森達郎

コロナ禍で、青少年交換留学生の往来は中止となっております。

このような状況下で青少年奉仕について改めて考えると共に

他の奉仕委員会のサポートもできればと思っております。

・「就任挨拶」会員増強委員長 金子高一郎

今年度、会員増強委員長を仰せつかりました。地区でも会員増強担当

地区副幹事です。私がもっとも不得意としております。

今年度、若林ガバナーは5つの重点項目のひとつに会員増強を入れて

おります。施策のひとつとして、オープン例会がありますが、東京ベイ

ロータリークラブは許さんの伝手で三枝成彰さんにお願いすることに

なりました。候補者が2名おりますのでその方々はお呼びするとして、

他にお目当ての方がいらっしゃいましたらお声掛け願います。

このコロナ禍ですが、クラブ存続のためにも会員を増やしてまいりましょう。

伝達・贈呈の模様

・地区委員委嘱状伝達

岡本隆一会員(ガバナー補佐・地区会員増強委員会委員)

金子高一郎会員(地区副幹事)

三宅郁子会員(分区幹事)

林茂男会員(地区職業奉仕委員会委員・地区ｸﾗﾌﾞ運営支援委員会副委員長)

土屋東明会員(地区職業奉仕委員会委員・地区ｸﾗﾌﾞ運営支援委員会委員)

ご無沙汰しております。
お世話になった2019-2021年度の米山奨学生、グエン マイ アインです。
東京ベイロータリークラブの皆様、お元気でいらっしゃいますか。

日本国政府（文部科学省）奨学金研究留学生選考(MEXT)の結果をお知らせしようと思い、ご連絡
させていただきました。
慶應義塾大学大学院の推薦で奨学金の選考に合格でき、本当に嬉しかったです。
また、いつも暖かいサポートをしていただきまして、東京ベイロータリークラブの皆様に心より感謝申し
上げます。

現在ベトナムに一時帰国しています。コロナ感染の拡大で、入国制限が厳しい状況になっていますが、
秋入学までに入国が間に合いますよう祈っています。
日本に戻ってから、ぜひ皆様にお会いできるのを楽しみにしております。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

グエン マイ アイン


