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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日 江東RC・ベイRC合同例会
11日ロイヤルパークホテルでの例会はございません。

18日 ようこそ「迎賓館 赤坂離宮」へ
荒井節子会員

第2580地区ガバナー
若林英博(東京麹町RC)

本日のプログラム

第4回クラブ協議会
(ガバナー公式訪問)

■ 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
(インド・カルカッタ-マハナガルRC)

世界で、日本で、地域で、
良いことをしよう

国際ロータリー 第２５８０地区 東分区
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2021年10月28日

第1371回 例会報告
会員数 出 席 出席率 前々回訂正出席率
19人 15人 78.95% 10月14日 100％

＜会長・幹事報告＞

・先日、卓話に来てくださいました「夢職人」への寄付を

募ります。

＜委員会等報告＞

・野木会員より、自社で作成いたしましたマスクがまだございますので、

送付を希望される方は、送付先、数量を事務局までお知らせください。

＜伝達・贈呈＞

・会員誕生日記念品：8月17日 岡本会員、9月14日 三宅会員

・直前会長章、直前幹事章贈呈：岡本会員、原田会員へ

・100%出席表彰

岡本会員(22年)、金子会員(12年)、

波多野会員(11年)、 三宅会員(8年)、 許会員(4年)

■ 点 鐘

■ ロータリーソング 「それでこそロータリー」

■ ゲスト： 岡本隆一ガバナー補佐、三宅郁子分区幹事

■ ビジター：なし

原田 俊彦君 岡本ガバナー補佐、三宅分区幹事、ようこそ。本日は、よろしくお願いします。
田中 保 君 こんにちは、ガバナー補佐。第3回クラブ協議会、よろしくお願いします。
岡本 隆一君 本日、クラブ協議会、お手柔らかにお願いします。
三宅 郁子君 本日のクラブ協議会、よろしくお願いします。
野木 芳宏君 クラブ協議会、楽しくやりましょう。
工藤 久志君 本日はクラブ協議会ですね。ガバナー補佐、分区幹事様、本日は宜しくお願い

します。
水谷 文彦君 ガバナー補佐、分区幹事、本日はよろしくお願い致します。
金子高一郎君 第3回クラブ協議会、宜敷くお願いします。
土屋 東明君 ガバナー補佐、分区幹事、宜しくお願いします。
波多野幸雄君 第3回クラブ協議会、皆で頑張りましょう。
林 茂男 君 本日、自クラブのガバナー補佐訪問、ご苦労様です。
許 瑛子 君 クラブ協議会、よろしくお願いします。
石渡 秀雄君 本日はクラブ協議会、岡本ガバナー補佐、三宅分区幹事、よろしくお願い致し

ます。お手柔らかに…。例会が再開した途端、色々な重要イベントがたくさん
あります。さぁ、早くもとのカンを取り戻しましょう。

荒井 節子君 オープン例会、盛会でよかったですネ。プログラム委員として言い出しっぺの
金子さんと繋ぎをつけて下さった許さんに感謝です。
先週の日曜日、ポリオのイベントに足を運びました。晴天に恵まれ、若いロー
ターアクトが頑張っていました。

合計 28，０００円

2021年11月RI会長のメッセージ
2021-22年度会長 シェカール・メータ

私が初めて奉仕のありがたさを知ったのは、ちょっとした行動で誰かの人生が大きく変わるのを目の当たりにしたときのこ
とでした。始まりは、地元の農村にトイレと安全な飲み水をもたらすクラブのプロジェクトに参加したことです。現地で活動す
る私たち会員と同じくらい私たちのことを信じてくれた支援者の方がたの厚いご支援によりプロジェクトは大きく前進し、国
全体で衛生を推進し教育機会を提供するまでにいたりました。
ロータリー財団月間である11月の今こそ、そういったご支援のありがたさに思いを馳せましょう。
世界中でロータリーが実施する数多くのプロジェクトの原動力となっているのが、国際ロータリーの慈善部門であるロータ
リー財団です。ロータリー財団は、皆さまからのご寄付を人びとの暮らしを変える奉仕活動に役立てています。ポリオ根絶と
いう目標に向かって邁進できるのも、具体的な成果を出す行動によって平和推進を率先して行えるのも、重点分野のプロ
ジェクトがどのような変化をもたらすかを示せるのも、財団の支援があればこそです。
財団によって実現できたプロジェクトの直近の例をいくつか見てみましょう。
Guatemala La Reformaロータリークラブ（グアテマラ）とCalgaryロータリークラブ（カナダ、アルバータ州）は、

80,000米ドルのグローバル補助金により、看護師や農村の医療従事者が子宮頸がんの予防と治療について訓練を受け
られるようにグアテマラの七つの地域で講習会を企画し、持続可能な病院・医師の紹介システムを導入する大規模な計画
を実施しました。
Villa Real de Tegucigalpaロータリークラブ（ホンジュラス）とWaldo Brookside-Kansas Cityロータリークラブ（米
国ミズーリ州）が提唱した169,347ドルのグローバル補助金のおかげで、ホンジュラスでは20軒を超える病院が医療従事
者のための個人用防護具（PPE）の提供を受けました。
Cotonou Le Nautileロータリークラブ（ベナン）とTournai Haut-Escautロータリークラブ（ベルギー）は、ベナンのソ
ウェにある児童施設に関連した環境に優しいパーマカルチャーを実践する小規模農場で農業研修を提供しました。次世代
の農家が経済的に自立できるようにするための研修です。
私はよくロータリー財団をタージマハルに例えます。タージマハルはひとりの男性がひとりの女性に抱いた愛を後世に伝え
るモニュメントですが、財団は私たちの全人類に対する愛情を表しつづける、命の通ったモニュメントなのです。
今月は、そんな財団にあらゆるクラブが関心を寄せてほしいと思います。世界中のロータリアンをつないで、私たちみんなの
情熱を糧に人びとの暮らしを変えるプロジェクトを生み出すのは財団なのですから。ぜひrotary.org/donateを訪問してく
ださい。ほかの何より熱心に取りくんでいるプログラムを直接支援することができます。
皆さまのロータリーへのご支援に心から感謝いたします。ロータリーがもっと行動し、もっと成長することができるのは皆さま
のおかげです。今月、今年、そしてそれ以降も、みんなの人生を豊かにするために奉仕していく中で、この大切なレガシーを
今後も守っていきましょう。
私は妻のラシとともに200キロの距離を車で旅して、ドゥルガプルのMission Hospitalで治療を受けているパキスタン出
身の方をお見舞いしました。彼のご母堂の言葉です。「息子はパキスタンで生まれましたが、インドで命を助けられました。
ロータリーのおかげです」



ようこそガバナー

若林 英博（わかばやし ひでひろ）君 略歴

生年月日 1951（昭和26）年4月26日生

本籍地 京都府

学歴 同志社大学工学部電気工学科 卒業

勤務先 株式会社 若林佛具製作所
代表取締役会長
（創業天保元年---1830年---）

株式会社 若林工芸舎 取締役

ロータリー歴（職業分類：佛壇佛具、文化財修復）
1991年5月 東京麴町ロータリークラブ 入会
2001-2002年度 東京麴町ロータリークラブ 幹事
2005-2006年度 中央分区幹事
2008-2009年度 地区職業奉仕委員会 委員
2009-2010年度 地区職業奉仕委員会 委員
2011-2012年度 地区環境保全委員会 副委員長
2012-2013年度 地区職業人育成委員会 委員長
2013-2014年度 東京麴町ロータリークラブ 会長
2015-2016年度 地区職業奉仕委員会 委員
2015-2018年度 クラブ創立50周年統括副委員長
2019-2020年度 中央分区ガバナー補佐

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
ベネファクター
マルチプル・米山功労者

10月21日のプログラムは、第３回クラブ協議会でした。

自クラブの会員でもある、岡本隆一ガバナー補佐、三宅郁子分区幹事をお迎えして、地区の大きな目
標と5項目、各委員会委員長からの活動方針と計画について積極的な発表がなされました。

クラブ協議会次第
開 会 幹 事 田中 保

会長挨拶 会 長 原田 俊彦

来賓紹介 会 長 原田 俊彦

東分区ガバナー補佐 岡本 隆一 氏（東京ベイRC）

分区幹事 三宅 郁子 氏（東京ベイRC）

ガバナー補佐ご挨拶 ガバナー補佐 岡本 隆一

「大きな目標」について 幹事 田中 保

新型コロナウイルスで困っている人々を支援しよう 社会奉仕委員長 土屋 東明
ポリオ根絶に向けて頑張ろう Ｒ財団委員長 波多野幸雄

元気なクラブになろう ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長 石渡 秀雄

会員増強・クラブ拡大をする覚悟をもとう 会員増強委員長 金子高一郎

ロータリーの公共イメージをアップさせよう 幹 事 田中 保

クラブ奉仕委員会 委員長 石渡 秀雄

職業奉仕委員会 委員長 工藤 久志

社会奉仕委員会 委員長 土屋 東明

国際奉仕委員会 委員長 三宅 郁子

総 評 ガバナー補佐 岡本 隆一

お礼のご挨拶 会 長 原田 俊彦

閉 会 幹 事 田中 保
10月30日 城東ロータリークラブがホストとして
東分区ロータリーデー献血会が行われました。

(右ページに続く)

献血へご参加の金子地区副幹事、岡本ガバナー補佐、三宅分区幹事、原田会長と
ご家族の皆様、お疲れ様でした。
この模様は、地区のyoutube
チャンネルでもご覧になれます。


