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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

17日 江東RC60周年記念例会
19日ロイヤルパークホテルでの例会はございません。

26日 本年度第6回及び
次年度第1回クラブ協議会

第2580地区ガバナー
若林英博(東京麹町RC)

本日のプログラム

イニシエーションスピーチ
井上慶亮会員

■ 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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2022年4月21日

第1385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＞

・本日、例会に先立ち4月度理事役員会を開催致しました。

（審議事項等に関しましては、中面をご覧下さい。）

＜委員会等報告＞

・石渡会長エレクトより、本年度の理事役員会終了後に

被選理事役員会を開催致しました。

次年度の主な行事スケジュールに関しまして確認致しました。

＜伝達・贈呈＞

・米山奨学生 高涵さんへ4月度奨学金の支給

■ 点 鐘

■ ロータリーソング 「我等の生業」

■ ゲスト：卓話者 ROTEX委員長 小宮一航君

米山奨学生 高涵(こうはん)さん

→田中保カウンセラーよりご紹介、
本人よりご挨拶をいただきました。

■ ビジター：なし

原田 俊彦君 小宮一航君、本日はよろしくお願いします。
田中 保 君 今日は小宮君、よろしくお願いします。
金子高一郎君 一航君、先日はずいぶん呑みましたね。成人おめでとうございます。今日は宜敷く

お願いします。高さん、一年、宜敷く。
石渡 秀雄君 おかえりなさい、小宮君、お久しぶりです。米山奨学生の高さん、ようこそ、東京

ベイへ。もうすぐゴールデンウイークですが、皆様、コロナに気を付けて、がんばり
ましょう。

森 達郎 君 昨日は、新入社員達と会食しました。本当に歳を感じる、この頃です。今日の小宮
君、ほんの数年ですっかり大人です。また、歳を感じます。

土屋 東明君 小宮君、お久しぶりです。
岡本 隆一君 小宮君、卓話よろしくお願いします。
水谷 文彦君 今日は、小宮君、よろしくお願いします。
林 茂男 君 小宮くんの卓話、聞きたいです。
井上 慶亮君 小宮君、よろしくお願い致します。
許 瑛子 君 小宮一航君のお話し楽しみにしています。
野木 芳宏君 小宮一航君のお話し楽しみにしています。
三宅 郁子君 小宮君、今日はよろしくお願いします。米山奨学生 高さん、ようこそ！！
波多野幸雄君 小宮一航君、大歓迎。卓話、楽しみにしています。
荒井 節子君 桜も終わり、葉桜の優しい緑に癒される季節。GWは３密を守って楽しみましょう。

小宮一航君、ロータリーとご縁が出来て何年になるのでしょう？ドイツからの
レポート、時折、引っ張り出して読んでますよ！今日はよろしく❣

合計 ３０，０００円

2022年5月RI会長のメッセージ
2021-22年度会長 シェカール・メータ

「Each One, Bring One」（みんなが一人を入会させよう）イニシアチブに積極的に取り組んでいただいてい
るおかげで、ロータリーの会員傾向が非常に好ましいものとなっていることをとても嬉しく思います。この勢いを失
わないように、取り組みを続け、入会した全会員の維持にも力を注ぎましょう。来月には、ヒューストンでの2022
年ロータリー国際大会で皆さまにお会いできるのを楽しみにしています。今大会が素晴らしいイベントになると確
信しています。
同じく、6月にヒューストンで最後の会長主催会議が開催されます。ロータリーの重点分野を中心に取り上げた
今年度の一連の会長主催会議は、出席者数という点でも、そこで出たアイデアという点でも、大きな成功を収め
ています。
昨秋にフィリピンで開催された会議では、「環境の保護」と「地域経済の発展」に焦点を当て、2,200人がオン
ラインで出席しました。ブラジルで開催された会議では、「水と衛生」およびそれが「疾病予防と治療」にどうかか
わるのかに焦点を当て、600人以上が出席しました。その後には、モザンビークのマプトで環境、経済、平和に関
する会議が開催され、対面式で約400人、バーチャルで約700人が出席しました。イタリアのベネチアで開かれ
た「経済と環境の調和維持」に関する会議には、600人以上が出席しました。
これらの会長主催会議、そして世界各地への訪問を通じて、数多くのリーダーが私と面会し、ロータリーとの協
力に同意してくれました。これには、モーリシャス首相、セーシェル大統領、バーレーン副首相、アルバニア大統領、
コソボ大統領が含まれます。ロータリーは明らかに世界にインパクトを与えており、世界は私たちのリーダーシップ
を熱望しています。
ヒューストンでの最後の会長主催会議は、「平和のために奉仕する」と題し、ロータリーが長年リーダーシップを
発揮してきた分野である平和に焦点を当てます。 ロータリーでのすべての活動は、地域社会、国、そして自分自
身の中で平和を培うための土台づくりとなります。
去る3月、大勢のウクライナ難民がポーランドに押し寄せる中、ロータリーが多大な支援を行っているのを私はこ
の目で見ました。この取り組みのためにこれまでに何百万ドルもの寄付が寄せられ、ロータリーのプロジェクトが
多大な変化をもたらしています。皆さまの惜しみないご寄付やご支援に対し、多くの人が感謝しています。
住むところを奪われた人たちを間近で見るのは、とても心が痛むことであり、これはウクライナの人たちだけに
限ったことではありません。イエメンでは悲惨な内戦が続いています。アフガニスタンでの人道危機も深刻化して
います。武力紛争により、リビア、南スーダン、中央アフリカ共和国、モザンビーク北部、エチオピア、カメルーンと
いったアフリカの国々が影響を受けています。また、シリアとベネズエラでも深刻な難民危機が続いています。
ロータリーはいつでも、平和的な紛争解決を選び、時間と場所を問わず、可能な限り人びとに援助と癒しを提供
しています。第二次世界大戦の終わりにも、ロータリーが国連創設を促し、世界での平和構築のために立ち上が
りました。今こそ、私たちの使命を再確認し、世界最大の平和推進者としてのロータリーの役割を果たすときです。
「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」の実践こそが、平和を推進するための最善の方法なのです。



2021-22年４月度 理事役員会議事録
会長 原田俊彦
幹事 田中 保

開催日時：2022年4月21日 11時から
開催場所：ロイヤルパークホテル 2階「春海の間」
出 席 者 ：原田、田中、岡本、石渡、水谷、土屋、三宅、森、荒井、波多野
委任状出席：工藤

(1)審議・報告事項
①５月度プログラム予定：承認

②３月度会計報告：承認

③４月7日 江東RC・ベイRC夜間例会決算について：承認

(2)閉会
次回の理事役員会は、５月２６日(木)11:00～5月度理事役員会を開催いたします。

【5月度 会合予定】(出席予定：敬称略)
5/6 第7回日台ロータリー親善会議(なし)
5/7 地区RA第53回地区年次大会(金子)
5/10 ワークショップ「女性の活躍とロータリーの未来」
5/17 東京江東ロータリークラブ60周年記念例会
5/19 ワークショップ「奉仕活動情報交換研究会」
5/23 東京葛飾東ロータリークラブ50周年記念例会

(原田・田中・林・岡本・三宅・金子)
5/25 横浜ベイRC創立20周年記念特別例会・祝賀会

(原田・田中・岡本)
5/28 葛飾中央ロータリークラブ25周年記念例会

(原田・田中・岡本・三宅・金子)
5/31 地区大会

4月21日の卓話は、ROTEX委員長 小宮一航による「ROTEX活動紹介」でした。

東京ベイロータリークラブがスポンサークラブとして、小宮君を受け入れたのが2016年でし
た。そこから、第53期青少年交換留学生としてドイツに送り出し、成長を見守ってきました。
自身の言葉で体験してきたこと、現在の活動について話しているのを、会員一同、じっくりと
うかがいました。

日 プログラム・演題 氏　　名 例会場 お食事

1386

22/28

1387

23/28

1388 5月度理事役員会

24/28
第6回及び次年度第1回

クラブ協議会

2022年5月度プログラム

5 休会

19

↓

17

江東ロータリークラブ

60周年記念例会にて移動例会

(夜間)

12 イニシエーションスピーチ 井上慶亮会員
4階

瑠璃
和食

26
2階

春海
洋食

家庭集会C組 報告
リーダー：水谷文彦
カウンセラー：波多野幸雄
メンバー：林茂男、岡本隆一、三宅郁子(敬称略)

一年半ぶり、素晴らしい夜景を見つつ、シェフ自らが
腕を揮う牛肉と魚介類の味は格別でした。特に気の
合う仲間同士、あまりの美味しさについついお酒も
すすみました。
さて、今回のテーマである「ロータリー活動の近況を
語り、親睦を深めよう」については、先般行われた
地区協議会の話から始まり、「親睦は大切であり、
会員同士のかかわりが一層深まる場である。」「ベイは纏まったクラブであり、融和の強いクラ
ブである。ベイの特徴を大切にして欲しい。」などの意見が出たほか、以前に親睦をテーマに行
われた旅行やゴルフ、さらに墨田川花火大会の話で大いに盛り上がりました。
最後に波多野カウンセラーから「今後のロータリーを考えて、任期を単年度制ではなく、もう少
し伸ばすことによって、奉仕について専門的な知識が得られるのではないか。」というお言葉を
いただきました。
林さん、美味しいワイン、ありがとうございました。

2022-23年度 第2回被選理事役員会議事録
会長エレクト 石渡 秀雄
副幹事 波多野幸雄

開催日時 ： 2022年4月21日 2021-22年度理事役員会終了後
開催場所 ： ロイヤルパークホテル 2階「春海の間」
出 席 者 ： 石渡、原田、金子、波多野、田中、林、野木、岡本、三宅、水谷

（１）審議・報告事項
①２０２2－２3年度 行事予定について

（２）閉 会
次回の被選理事役員会は、５月26日(木)理事役員会終了後より開催の予定です。


