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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

23日 「一年を顧みて」
会長 原田俊彦・幹事 田中保

30日 最終夜間例会・引継式

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

次年度第2回クラブ協議会

■ 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 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

国際ロータリー 第２５８０地区 東分区
VOL.31 No.25・26  第1389・1390回

2022年5月31日・6月16日

2022年5月26日

第1388回 例会報告
会員数 出 席 出席率 前々回訂正出席率
19人 12人 63.16% 5月12日 100％

＜会長報告＞

・5月17日(火)イースト21にて、親クラブである江東ロータリークラブ60周年記念例会へのご

出席、お気遣い、ありがとうございました。

・次週6月2日の例会は、5月31日(火)ホテルニューオータニにて行われます、地区大会での移

動例会です。また、6月9日は当初より休会の為、次回ロイヤルパークホテルでの例会は、6月

16日になります。よろしくお願いします。

・5月25日(水)横浜ベイロータリークラブ20周年記念例会に、会長、幹事で出席致しました。

なごやかな良い会でした。バナーもいただきましたので、また披露致します。

＜幹事報告＞

・本日、例会に先立ち5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＞

・波多野幹事エレクトより、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。

（審議事項等に関しましては、中面をご覧下さい。）

■ 点 鐘
■ ロータリーソング 「それでこそロータリー」
■ ゲスト ： なし
■ ビジター：川尻弘樹様(東京羽田ロータリークラブ)

原田 俊彦君 本日は、クラブ協議会です。よろしくお願いします。
田中 保 君 今日は協議会、よろしくお願いします。
波多野幸雄君 本日は、次年度第1回クラブ協議会です。よろしくお願いします。
森 達郎 君 本日は、クラブ協議会です。よろしくお願い致します。
野木 芳宏君 クラブ協議会、よろしくお願いします。
金子高一郎君 クラブ協議会。宜敷くお願い致します。
許 瑛子 君 クラブ協議会。よろしくお願い致します。
荒井 節子君 バイデン大統領と岸田総理が首脳会談を行った迎賓館赤坂離宮、朝日の間は、

一番格式の高い部屋で、私の大好きな部屋、TVを観ていて感動しました。
皆様も、ぜひお運びくださいませ。

土屋 東明君 本日、協議会です。
合計 18，０００円

2022年6月RI会長のメッセージ
2021-22年度会長 シェカール・メータ

今年度はロータリーにとってなんという1年だったのでしょう。「もっと成長し、もっと多くを成し遂げる」ことなど、
皆さまはあらゆるチャレンジに応えました。今年度にロータリーは、長年見られなかったほどの成長を遂げました。
そして、UNICEF（国連児童基金）、英連邦、グローバルリーダーとともに最高レベルで重要な仕事に取り組むと
ともに、すべての重点分野で人びとの人生を変えるような新しいプロジェクトを目にしました。こうした取り組みは、
女児のエンパワメント、環境の改善、識字と保健の促進における新たな機会を生み出しました。積極的に奉仕し
てくださった皆さま一人ひとりに、感謝を申し上げます。
また、私たちが平和への願いを胸に、思いやり
をもって活動できるようサポートしてくれた素晴
らしいロータリー職員にも感謝したいと思います。
個人的には、ラシと私にとって非常に豊かな1年
でした。何千人ものロータリアンと会い、世界中
で実施されている素晴らしい活動に感銘を受け
ました。また、各国の首脳、リーダー、官僚との会
合といった最高レベルで、ロータリーがこの世界
の平和を願い、平和をもたらしていることを示し
て協力を申し出、ロータリーの活動を紹介するこ
とができました。ラシと私からの最後の言葉とな
りますが、「奉仕しよう みんなの人生を豊かに
するために」、皆さまのご活躍をお祈り申し上げます。

家庭集会(A組)報告
リーダー：金子高一郎、カウンセラー：工藤久志
メンバー：原田俊彦、土屋東明、井上慶亮(以上、敬称略)

3年ぶりに家庭集会が行われました。 久々にお酒を交わし
ながらの会食に、終始出席者全員が交わりあいながら会話
がはずみ、とても楽しい時間を過ごすことができました。
なにか約束したような、しなかったような・・・・

家庭集会(B組)報告
リーダー：石渡秀雄、カウンセラー：森 達郎
メンバー：丸山文人、田中保、荒井節子、許瑛子(以上、敬称略)

約２年ぶりの開催となった家庭集会。今回「すみだ」で開催したことで今までのロータリー活動が復活
出来る様にする。各人の職業においての取り組んできた事を自身の体験談を交えて楽しい懇親の時間
をすごせました。原点を見直し東京ベイらいしい活動をしていこうという森カウンセラーがとりまとめて頂
きました。



2021-22年5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5月26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、水谷、土屋、森、荒井、波多野
委任状出席：岡本、三宅、工藤、石渡

(1)審議・報告事項
①6月度プログラム予定：承認

②4月度会計報告：承認

③6月30日開催 最終例会の費用に関しまして
会員負担5,000円をなくし、クラブから支出することを承認

④100％出席表彰について：承認

⑤原田会長より、会員に関する報告：退会者に関する報告

(2)閉会
次回の理事役員会は、６月23日(木)11:00～6月度理事役員会を開催いたします。

【6月度 会合予定】(出席予定：敬称略)
6/3 江東・ベイ合同ゴルフコンペ(岡本、工藤、波多野、原田、丸山)
6/18・6/19 第25回国際ロータリー日本青少年交換研究会 熊本大会(金子)
6/23 ワークショップ及び地区納めの会(希望者)

5月26日のプログラムは、本年度第6回及び次年度第1回クラブ協議会でした。

4月15日に開催されました地区研修協議会の報告すると共に活動方針と計画についてもお
話し頂きました。

(申し訳ございません、カメラの不具合によりお写真がありません。)

5月31日の例会は地区大会にて移動例会でした。

2022-23年度 第３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5月26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 ： 原田、金子、波多野、田中、野木、水谷
委任状出席： 石渡、林、岡本、三宅

（１）審議・報告事項
①委員会構成について：承認

②年間予定に関しまして：承認

③予算案について：承認

（２）閉 会
次回の被選理事役員会は、6月23日(木)理事役員会終了後より開催の予定です。
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