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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

1月13日 休会(祝日振替)

1月20日 第5回クラブ協議会

第2580地区ガバナー
若林英博(東京麹町RC)

本日の卓話

「ロータリーを学ぶ」
深川純一先生を偲んで

林 茂男 会員

■ 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 会報副委員長 丸山 文人

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
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2021年１２月１６日

第1377回 例会報告
会員数 出 席 出席率 前々回訂正出席率
19人 16人 8４.２１% 1２月２日 100％

＜会長報告＞

・12月10日、後援しております江東区の人権週間行事「守ろう人権 講演のつどい」に出席致し

ました。

＜幹事報告＞

・本日、例会に先立ち、12月度の理事役員会を開催致しました。詳細は中面をご覧下さい。

・12月23・30日は、休会です。次回例会は、2022年1月6日です。

＜委員長報告＞

・土屋バギオ理事より、バギオより寄付のお願いが届いております。寄付をしていただける方がい

らっしゃいましたら、事務局までご連絡をお願いします。

・土屋社会奉仕委員長より、野木会員が個人的に２万枚マスクを寄付したご縁で、社会福祉法人

「全国重症心身障害児(者)を守る会」へ二酸化炭素濃度測定器を寄付したいと思います。地区

補助金を使用しての活動を考えております。内容は、適宜、ご報告させていただきます。

例会報告は中面に続きます。

■ 点 鐘
■ ロータリーソング 「我等の生業」
■ ゲスト：菅澤運一様、青木一男様、大澤秀利様(東京江東RC)
■ ビジター：榎本雅之様(東京銀座RC)、川尻弘樹様(江東羽田RC)青木一男様(江東RC) 江東ロータリークラブの会友、宮島さんとお会いしたく伺いました。いつも

宮島さんをはじめ、ベイの皆さんには大変お世話になっていて、ありがとうございます。
大澤秀利様(江東ＲＣ) 来年3月19日は江東ロータリークラブの60周年です。ベイの皆さん、宜し

くお願い致します。
宮島 俊雄君 ３３年のロータリー活動、ありがとうございました。永年の御指導に対し、感謝、御礼

申し上げます。
原田 俊彦君 今年最後の例会です。今年はコロナ東京オリンピックの年でしたね。少し早いです

が良い年をお迎え下さい。
田中 保 君 「半期を顧みて」よろしくお願いします。宮島さん、今後もよしなに。
荒井 節子君 宮島さん「今日でお別れネ。もう会えな～い♪」３３年もの間、お疲れ様でした。ベイ

の大久保彦左衛門に感謝！原田会長、美味しいシロップ漬け、おいしかったです。
ごちそうさまでした！

丸山 文人君 東分区ゴルフ大会で146名の参加中10位でした。シニアの部で優勝でした。今後
も健康ゴルフでがんばりたいと思います。

工藤 久志君 久し振りの例会ですね、東京ベイを忘れてしまいそうです。ひと段落しましたので、
これから、出席出来そうです。宜しくお願いします。

林 茂男 君 宮島さん、長い間ご苦労さまでした。お元気で、また顔を見せて下さい。
石渡 秀雄君 本日は「半期を・・・」と言いますが、気分的にまだはじまったばかりな気がします。

宮島さん、いつまでもお元気で！体調が良くなったら、いつでも遊びに来てください。
土屋 東明君 宮島さん、これからも宜しくお願い致します。先週は皆さん、楽しい例会でした。

武内委員長、ありがとうございました。
水谷 文彦君 会長・幹事、半期お疲れ様でした。宮島さん、お身体ご自愛下さいませ。
野木 芳宏君 宮島さん、長い間、ありがとうございます。今後共、よろしくお願い致します。
許 瑛子 君 宮島さん、大変お世話になりました。今後もご指導頂きたくお願い致します。
波多野幸雄君 今年、最後の例会になりました。来年、全員元気な姿でお会いしましょう。
三宅 郁子君 会長・幹事、宜しくお願いします。
岡本 隆一君 本日、受付担当です。宮島さん、いろいろお世話になり、ありがとうございました。

合計 ５1，０００円

2022年1月のメッセージ
2021-22年度会長 シェカール・メータ

ロータリー創設時の基本理念の一つは、「世界でよいこと」をするために、医師でも弁護士でもエンジニアでもほかの何の
職業でも、自分の職業を生かすということでした。パンデミックに打ち勝ち復興を図る今、この基本理念は失業した人びとに
再就職の訓練を実施する上で非常に重要です。そのため、Tamar Hong Kongロータリー衛星クラブが変わりつつある仕
事の世界に青少年を備えるためのセミナーを企画しました。
こういった研修は大規模に行われるべきです。国連によると、世界の失業者数は2022年には2億人を超える見込みだとい
います。女性と青少年の間で特に失業率が高まることと思われます。
だからこそ、今年度は女児のエンパワメントのプロジェクトをこれほど推奨しているのであり、そういったプロジェクトが実施
されているのを嬉しく思っています。また、水と衛生のインフラが不整備なために教育機会と就業機会が損なわれるということ
もあります。インド西部の都市プネーでは、女性と少女に安価で再利用可能な生理用ナプキンを提供するプロジェクトが行わ
れています。このプロジェクトでは生理用ナプキンの製造と販売で職を創出し、インドで処分されている年間123億個の生理
用ナプキンによる環境破壊を軽減します。その多くが埋立地に投棄されているのです。
ほかには、職業訓練サービスにより女性のエンパワメントを推進しているプロジェクトもあります。Poonaロータリークラブ
（インド）は若い女性が虐待や人身売買の被害から身を守れるように護身術を教えるワークショップを開催しています。
私はロータリーを通じて職業を生かしてよいことをする機会に恵まれてきました。2004年のスマトラ島沖地震では、私の地
区にあるアンダマン・ニコバル諸島に壊滅的な被害が出ました。何千軒もの住宅が全壊し、多くの地域で電気と水の供給が
止まりました。小アンダマン島の状況を見に訪問した際には、大工として、家を失った住民たちのために住宅を建てたくて居て
も立っても居られませんでした。それで、小アンダマン島に500軒の住宅を建てることを決定しました。
この島は都合7回訪れたのですが、最後の回で、ヘリコプターが上陸寸前というときに下方で何かきらめくのが見えました。
新築の家々の屋根だったのです。この光景に私は心から感動し、あることにすぐ気がつきました。それはこういうことです。大
工として、私はこれまで多くの見事な建物を手がけてきました。それに比べると、小アンダマン島の500軒の住宅は私が手が
けた中でもごく普通の家で、おそらく二度と訪れることはない島の二度と会うことはない人びとのために建てたものです。それ
でも住民の方々に完成した住宅を引きわたすときの充足感は、これまで建てたどんな建物よりも大きかったのです。おそらく、
このとき初めて私は自分の仕事を生かしてみんなの人生を豊かにするために奉仕したからなのでしょう。
皆さんも、みんなの人生を豊かにするための奉仕で職業上のスキルを活用する機会がこれまであったことと思います。ロー
タリーを通じて職業人として奉仕した経験についてぜひお聞かせください。最後に、全会員がひとり1名新しい会員をロータ
リーに紹介するイニシアチブの「Each One, Bring One」（みんなが一人を入会させよう）に協力してくれたすべてのクラ
ブに感謝します。会員数を増やすことは、あらゆる類の職に就いている人びとに、知識とスキルを生かして人生を変える奉仕
を行う機会を与えることにつながります。



例会の続き

<江東RCからのご挨拶>
・12月16日の例会を最後に勇退される、当クラブ 宮島俊雄会員(江東RC会友)へ江東RCの
皆さんより贈呈品があり、菅澤運一様、青木一男様、大澤秀利様より一言いただきました。

<委員会報告の続き>
・武内親睦委員長より、宮島会員を長らく支えてくださいました、奥様 順子(よりこ)様へ
記念品をお渡しさせて頂きます。また、先日の夜間例会は欠席して申し訳ございませんで
した。本年も家族を招待した家族会は開催できませんでしたが、楽しみにしていた子供たち
への記念品、石渡会員のお嬢さん 瞳ちゃん、事務局の奥さんのお嬢さん 馨ちゃんへクリ
スマスプレゼントをお渡ししたいと思います。

・宮島会員よりロータリーに入会して、33年。まだ入会して数年目で分からないことが多い
中、ベイの創立からお世話になりました。本日は、ありがとうございました。

武内さんからいただいた子は「くーちゃん」に

なりました。ありがとうございました。

「半期を顧みて」
会長 原田俊彦

今期もコロナによる制限で例会は
2か月半、家庭集会も中止になりまし
た。ただ、こういう状況でも地元NPO
の夢職人を通して母子家庭支援、オー
プン例会、ガバナー公式訪問も無事に
終了、また江東RCとの合同例会、先日
は楽しく年末夜間例会もできました。
これもクラブの皆さん、各委員会委員
長、田中幹事、事務局の奥さんのおか
げです。ありがとうございました。
あと半年、クラブがより楽しく有意義になるように努めますので引き続きよろしくお願いい

たします。

「半期を顧みて」
幹事 田中保

会員の皆様に支えて頂き、上期を終えることができました。ありが
とうございました。半期を主な行事と共に振り返りたいと思います。
2021年7月1日の初例会、8日の各委員長の就任挨拶を行いました。

その後、東京はコロナウィルス感染拡大に伴い、第４回目の緊急事態
宣言が7月12日～9月30日まで発令され、この期間の例会は休会とな
りました。
緊急事態宣言中でも、IMは開催され、会長、幹事は出席、会員は

リモートでの参加となりました。
10月に入り、通常例会が再開され、10月7日には認定NPO法人

「夢職人」岩切様の卓話を通じ、貧困家庭への支援を行いました。10月21日にはオープン例
会を開催し、卓話には三枝成彰様、ゲストも迎え、華やかな会となりました。
その後、ガバナー補佐訪問(10月28日)、ガバナー公式訪問(11月4日)を滞りなく終え、
1年振りの江東ロータリークラブとの夜間例会では、多くの会員と久しぶりに杯を傾けること
ができました。
11月18日には、荒井会員から貴重な卓話をいただきました。
12月2日の年次総会も、次々年度の会長に金子会員を選出し、つつがなく終えることがで

きました。
12月9日の年末夜間例会では、今年度も家族をお迎えすることは叶わず、残念ではござい

ましたが、会員、アインさんとで楽しい一夜となりました。
任期は後半年ございますが、今後共、ご協力をお願い致します。

2021-22年12月度 理事役員会議事録

開催日時 ： 2021年12月16日 11時～
開催場所 ： ロイヤルパークホテル2階「東雲の間」
出 席 者 ： 原田、田中、岡本、石渡、水谷、土屋、三宅、荒井、波多野
委任状出席： 森、工藤

(1)審議・報告事項
①1月度プログラム予定について：承認

②11月度会計報告について：承認

③地区補助金申請について：承認
土屋社会奉仕委員長より提案：社会福祉法人 全国重症心身障害児(者)を守る会への二酸化

炭素濃度測定器を地区補助金から寄付するため、申請を行う。
団体は、野木会員が個人でマスクの寄付を行い、交流があるため選定。
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