
＜会長・幹事報告＞

・例会休会に伴い、8月度理事役員会は、ネットでの審議といたしました。審議内容は以下の通り

となります。

2021-22年８月度 理事役員会議事録

開催日時 ： 2021年8月20日～26日、開催場所 ： ネット審議

参 加 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

①9月度プログラム予定について：承認

9月2日・9日 緊急事態宣言延長に伴い休会

9月16日 13日(月)IMへの代表者出席、その他会員リモート参加

9月23日 祝日にて休会

９月30日 通常例会

卓話演題「経済的に厳しい状況の子育て家庭を地域全体で支える」

認定NPO法人「夢職人」理事長・公益社団法人「チャンス・フォー・チルドレン」理事

岩切 準氏(いわきり じゅん)

②7月度会計報告について：承認

(2)閉会：次回の理事役員会は、9月30日(木)11:00～9月度理事役員会を開催いたします。

【9月度の会合予定】(出席予定者：敬称略)

9日 ワークショップ「入会5～10年向け」(岡本、金子、三宅、原田)

27日 東分区懇親ゴルフ大会

『東分区インターシティ・ミーティング』ご案内

コロナウイルス感染拡大、緊急事態宣言延長に伴い、本年度のIMは、代表者のみが出席、その他
の会員の皆様には、リモートで参加して頂くこととなりました。

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

当クラブからは、会長・幹事が対面にて出席予定です。リモート参加が可能な方は、以下より当日
アクセス頂き、ご参加頂きたくお願い致します。
【ZOOM ミーティング情報】
https://zoom.us/j/91829998601?pwd=ZGovMVZwbno1UGxHQWtJL3RpeUhuZz09

ミーティングID : 918 2999 8601 ／ パスコード : 750667

なお、当日収録した映像は後日 YouTubeに て 公開予定です。
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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

9月２・９日
休会

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

ワークショップ予告

９月9 日（木）16 時～ 東武ホテルレバント東京

入会5～10 年程度の方々に向けたワークショップ
拡大委員会（と会員増強委員会） ﾛｰﾀﾘｰ財団部門委員会と国奉仕委員会
記念講演 高野孫左衛門様（甲府RC・第2620 地区・2012 年度ガバナー・元RI 研修リーダー）
→ディスカッション→質疑応答
※2019 年度RI 研修リーダーの高野孫左衛門パストガバナーが、山梨県からお越しくださることになりま

した！グループディスカッションも計画しております。

10 月25 日（月）15 時～東武ホテルレバント東京

ポリオ根絶活動に関するワークショップ
ﾛｰﾀﾘｰ財団部門委員会と国奉仕委員会
※10/18から1週間、JR東日本各路線の女性専用

車の中吊り広告を貸し切って、「END POLIO NOW」
の広告を出します。10/24 は世界ポリオデーのイベ
ントがあります。そして10/25 がポリオ根絶に関するワークショップです！

11 月18 日（木） ホテルニューオータニ

ロータリー米山記念奨学金に関するワークショップ
※毎年秋に、米山奨学生、カウンセラー、指導教官の三者懇談会を行っておりました。

2021-22 年度は世話クラブに限らず、全70 クラブやローターアクターが参加し、米山奨学生や制度に
対して理解を深めることができるワークショップにしたいと計画しております。
また、米山奨学生や学友にも、9/12 の水辺の美化プロジェクトに参加いただく準備を進めておりますの
で、その活動報告や映像の視聴も企画しております。
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ロータリー情報委員会
委員長 林 茂 男

地区クラブ運営支援委員会報告
◎本年度施策ポイント
・オープン例会・・・・・ガバナーテーマ

「元気なクラブになろう」の実践
・ワークショップ開催・・職業奉仕と共同開催

8/20 1/27 6/23

・公共イメージ向上委員会とデジタル化推進委員会
・・クラブ運営支援傘下の組織のデジタル化推進委
員会と共に。

・デジタル化推進委員会・・オンライン例会
◎開催日
・第1回（3/26）第2回（4/20）第3回（5/21）第4回(6/18 )第5回(7/16)
上記5回ZOOMで開催

・出席：櫻井カウンセラー、若林ガバナー、田村委員長、林副委員長他
ZOOMで16名

第1回～5回まで
※オープン例会
システム運営、システム開発、卓話者リスト、クラブエントリーシー
ト（クラブから回答待ち）7/30〆切で進行中。
「元気なクラブになろう」「会員増強」に繋がっているか
※公共イメージ委員会、デジタル化推進委員会
①オンライン、ZOOMで例会参加、始め方の講習
②ホームページ作成に講習会（9月）
少しでも「元気なクラブになろう」に貢献出来れば・・と。
※林副委員長提言
・会員増強もだが、何とか退会防止策とクラブ運営支援委員会の質の
向上、魅力増進策を講じる必要あり・・と意見を。

※次回 第6回（8月19日）ZOOMで会議予定

地区職業奉仕委員会報告
・第1回(4/13)
出席：多田カウンセラー、若林ガバナー、當麻委員長
・委員自己紹介
・年間スケジュール
・ワークショップ（年／１０回）
※職業奉仕委員会主幹（3回）8/20、1/27、6/23 と役割分担

続く↗

・第2回（7/6）ガバナー事務所
出席：多田パストガバナー（カウンセラー）、若林ガバナー、林も出席
※多田PG談
・ロータリーの基礎は「親睦」、肝となる「職業奉仕」だ。
I serveでWe serveではない。
※若林G談
・「天職を営む」は、ロータリー理念に則って実践が肝心。
四つのテスト精神を。

※林委員談
・ロータリーは奉仕団体、慈善団体ではない。
個人的、精神的、非金銭的なもの。
職業奉仕は「人づくり」の精神的奉仕だ！

◎当委員会の主管するワークショップ（3回）
① 8月20日（金）15:00～16:30 ZOOM

講師：若林卯兵衛氏（京都洛北RC創立会員）※ガバナーの実兄
内容：“京都人――こだわりのDNA”
②2022年1月27日（木）
職業奉仕の実践 その２ 漆原摂子G 中川雅雄AG

③2022年6月23日（木）
規定審議会報告、職業奉仕の実践 その３
審議会代表議員・立法案検討委員会・クラブ運営支援委員会・職業
奉仕委員会・地区幹事団

東京お茶の水RC初例会(2021.7.7)に参加して
２名のオンライン会員の件
①1名は、休会扱いの会員７名のうちの１人
②2人目は高山会員（書籍販売の代表）の
傘下の北澤書店の代表・北澤（女性）さん

（規定）
※年42回の例会 ZOOM参加
※年会費（事務費、人頭分担金）で年／20万円（半期10万円）
※例会（後楽園ドーム）に出席した場合 1回 ￥4500支払

（入会までの経緯と今後の見通し）
※山下さん、木宮さんで北澤さんを訪問しパソコン、スマホの扱い方説明。
※向こう1年位の間にオンライン例会に出席してもらい徐々に正会員を勧
めていく。

例会が殆ど行われていないので、私の関係する地区の２委員会の状況のみ
寄稿しました。お茶の水RCの オンライン会員！この方法も１つのやり方
でしょうか。
当クラブは、やる気マンマンでした。

以上


