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地域社会に関わろう 会長 原田俊彦

次回の予定

7月7日 初例会
「就任挨拶」
会長 石渡秀雄
幹事 波多野幸雄

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

最終夜間例会・引継式

■ 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
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2022年6月23日

第1391回 例会報告
会員数 出 席 出席率 前々回訂正出席率
19人 14人 73.68% 6月9日 休会

＜会長・幹事報告＞

・本日、例会に先立ち6月度理事役員会を開催致しました。

(内容は中面を参照ください。)

＜会長エレクト・幹事エレクト報告＞

・本日、例会に先立ち第4回被選理事役員会を

開催致しました。（内容は中面をご覧下さい。）

＜委員会等報告＞

・なし

<伝達・贈呈>

・６月度の記念日 会員お誕生日：5日 武内会員

・100%出席表彰 丸山会員(31年)、武内会員(30年)

・米山奨学生奨学金お渡し

■ 点 鐘

■ ロータリーソング 「それでこそロータリー」

■ ゲスト ： 米山奨学生 高涵さん

■ ビジター：なし

原田 俊彦君 本日は「一年を顧みて」、頑張ります。
田中 保 君 今日は、よろしくお願いします。
石渡 秀雄君 もう１年ですか・・・早いですね。原田会長、田中幹事、お疲れ様でした。

来期はどうなることやら今から不安です。
波多野幸雄君 原田会長、田中幹事、１年間ご苦労様でした。「一年を顧みて」拝聴します。
林 茂男 君 早一年を“顧みて”になりました。ご苦労様でした。
金子高一郎君 原田会長、田中幹事、一年間お疲れ様でした。ってまだ１週間ありますけど。

今日「地区納めの会」です。地区副幹事納めて来ます。
土屋 東明君 ビチャイ・ラタクルさんは、伝説の人になりましたね。
荒井 節子君 会長・幹事オーラス例会お疲れ様です。コロナ禍でしたが、内容は充実していま

した❕感謝です。追加❣今日はシャオシャオとレイレイ、１才のバースデイ。昨年6月
23日に双子のパンダが250gで誕生。今は12kgになったそうです。是非、見に
行きたいです。

工藤 久志君 原田会長、田中幹事、一年間ご苦労様でした。ゆっくりなさってください。
許 瑛子 君 原田会長、田中幹事、「一年を顧みて」じっくり聞かせて頂きます。
森 達郎 君 原田会長、田中幹事、１年間お疲れ様でした。
水谷 文彦君 会長、幹事、お疲れ様でした。

合計 ２４，０００円

6月23日「地区納めの会」

日 回数 プログラム・演題 氏　　名 会場 食事

1393 臨時理事役員会

1/40 「就任挨拶」

1394

2/40

1395

3/40

1396 7月度理事役員会

4/40 未定
28 瑠璃 中華

14 「就任挨拶」

職業奉仕委員長　林　茂男

社会奉仕委員長　原田俊彦

国際奉仕副委員長　水谷文彦

東雲 和食

21 「就任挨拶」

会員増強委員長　原田俊彦

クラブ奉仕委員長　金子高一郎

青少年奉仕委員長　岡本隆一

東雲 洋食

2022年7月度プログラム

7 会長　石渡　秀雄

幹事　波多野幸雄

東雲 中華



6月23日の卓話は、会長・幹事による「一年を顧みて」でした。

「一年を顧みて」
会長 原田俊彦

ここに来て新型コロナの感染者数が大きく減少していますが、今年度もコロナが第5波、第6
波と感染者数も凄い数になり、緊急事態宣言やまん延防止法の発令もありました。そんな中で
の会長職でしたが、私の力不足も重なり当初の計画通りにいかなかったことが多くありました。
でも、皆さんのおかげでなんとか１年を終えることができました。温かく見守っていただき感謝申
し上げます。また、田中幹事にはいつもいいアドバイスいただき、大変助かりました。幹事をたの
んで本当に良かったと思っています。また、事務局の奥さんにもいつも通りお世話になりました。
ありがとうございました。
さて、一年を顧みて、まず一つ目は活動方針である「地域社会に関わろう」というテーマにつ
いて十分な活動ができなかったということです。コロナのことも影響し、関りを持つことが難しい
状況でしたが、具体的な活動ができなかったのは心残りです。ただ今も大切な事と思っていま
すので、今後もクラブとして有意義な活動を探したいと思っております。
もう一つ、クラブ運営をしていく上で改めて思ったことがありました。
長期の休会のあとの例会でみんな堰を切ったようにずっと話していた事を覚えていらっしゃる
でしょうか。その様子を見て、話したいことが溜まりに溜まっているくらい、皆さんにとってベイが
生活の一部になっているのだなと思いました。まずは会員の安全やロータリークラブとしてのあ
るべき行動をクラブ運営の基本としていましたが、加えて、なんでもない日常や人と人の繋がり
が大事であると改めて思いました。
会長をしていると色々なことが起こります。ベイの会長になるということは私にとって大役でした
ので勉強になったことも多くあり、貴重な体験をさせていただきました。
大変残念なことに、この6月30日を持って3名の方が退会されます。市川さん、荒井さん、許さ
ん長い間ありがとうございました。3名のロータリー活動やクラブへの貢献に深く感謝申し上げ
ます。
来期は会員増強が本当に大切になります。みんなで協力しあいながら全員でこれに取り組み
ましょう。これで会長の「一年を顧みて」を終わります。ありがとうございました。

「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。
1月6日は、林会員による「ロータリーを学ぶ～深川純一先生を偲んで～」のお話しでロータ
リーの神髄に触れました。 続く↗

2022-23年度 第4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6月23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 20階「パラッツォ」
出席 者 ： 石渡、原田、金子、波多野、田中、林、水谷 委任状出席： 岡本、三宅、野木

（１）審議・報告事項
①7月度プログラム予定について：承認

②出席免除申請の件：4名の出席免除を承認

③My Rotary登録、ロータリー賞について： 登録を進めることを報告

（２）閉 会
次回の理事役員会は、7月7日(木)11:30より、臨時理事役員会となります。

左下からの続き

1月20日には、まだ会員ではなかったものの井上慶亮様より「今を知り、今を考え、今に学ぶ」
をお話しいただきました。お話しをしていただく姿に井上日宏先生を見ているようでした。
1月27日から3月3日は、コロナウィルス感染拡大により、会員の安全、安心を第一に休会と
いたしました。
3月10日は社会奉仕フォーラム、3月17日は野木芳宏会員による「最近の中国事情」と井上
慶亮会員の入会式を、3月31日は職業奉仕フォーラムも行いました。
3月21日に蔓延防止等重点措置も解除されると徐々に大きな会合も開かれるようになりまし
た。4月7日、江東RCとの合同夜間例会を当クラブ主催で行ったのを皮切りに、5月17日は江
東RC60周年記念例会を多くの会員でお祝いしました。会長と共に葛飾東RC50周年記念例
会(5月23日)、横浜ベイRC20周年記念例会(5月25日)、葛飾中央RC20周年記念例会(5
月28日)にも出席しましたが、中でも横浜ベイの活気あるクラブ運営は見習うべきところもござ
いました。
5月31日には地区大会が開催され、99歳の千玄室大宗匠のお姿に心打たれました。
一年間、皆様にはクラブの運営にご協力をいただき、ありがとうございました。

2021-22年6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6月23日 11時から
開催場所 ： ロイヤルパークホテル 20階「パラッツォ」
出 席 者 ： 原田、田中、石渡、水谷、工藤、土屋、森、荒井、波多野 委任状出席： 岡本、三宅

(1)審議・報告事項
①5月度会計報告：承認

②野木会員 病気入院の為、２ヵ月の出席免除の申し入れについて：承認
(参考)定款第10条 第３節 出席規定の免除
(a)理事会の承認する条件と事情による欠席の場合
理事会は、正当かつ十分な理由による会員の欠席を認める権限を持つ。このような出席規定の適用の
免除は、最長１２か月間までとする。ただし、健康上の理由から１２か月間を超えて欠席となる場合は、
理事会が改めて、当初の１２か月の後に、さらに一定期間の欠席を認めることができる。

③ガバナー補佐協力金について：承認
岡本ガバナー補佐へクラブより協力金を拠出する件について

(2)閉会


