ガバナー公式訪問
若林英博ガバナー公式訪問が 11 月 10 日（水）に開催
最終例会にあたり 退任の挨拶
されました。
特別なゲスト 加藤登紀⼦さん
⽥邊会員のご紹介により、2021 年 10⽉27⽇のオープン
例会で卓話をして下さった加藤登紀⼦さん。78 歳で毎
会長 西村美智子
年コンサート開催、鴨川で農業と陶芸や書などの作品
皆様１年間ありがとうございました。御礼申し上げま
創りを継続されています。
す。クラブが創立した 1993 年は、ZARD の「負けない
「農業がある限り⼈間は⽣きていける。電化製品は⾷
で」が大ヒットした年で、「コロナに負けないで」を
えないけど、札束はやがて薪にしかならなくなるけれ
かけてテーマ曲にしました。
ども、⾷べ物さえあれば⼈間は⽣きていける。」
「正義・不正義とは、明確な⼆分法で分けられるもの
追想
奥⼭聡会員は、最後まで⽴派なロータリアンでした。 ではない 敢えて「変わらぬ正義」と呼べるものがあ
るとすれば、それは弱いものを助け、命を尊重するこ
正義感、⾼潔性が⾼く、職業奉仕を実践。タイのチ
とである」
ェンライに何回も⾜を運び、熱意をもって現地の⽅
特別なゲスト
をご⽀援する等、率先して国際奉仕活動を行う姿は
吉⽥PG、林元地区職業奉仕委員⻑、嶋村 GE、半場地区
忘れません。
副幹事、⽥原元地区デジタル推進化委員⻑、平野地区
ホテルグランドパレスで の最後の例会
2021 年 6⽉30⽇、⼤須賀さんのグランドピア ノの伴 デジタル推進化副委員⻑、本⽊克英監督、井上象英先
奏で「我等の⽣業」を歌いました。 ⼭下パスト会⻑、 ⽣、瀧川鯉昇師匠等
⼀年の終わり
⽊宮パスト幹事に奔⾛いた だき、例会場は今年度よ
千代田区障害者共助会 70 周年記念祝賀会では、表彰状
り東京ドームホテル。 移動例会の会場は今本会員の
を頂きました。コロナ禍ではありましたが、例会を休
経営するブッ クハウスカフェです。
会することもなく、クリスマス会では赤坂プリンスク
東京ドームホテル
ラシックハウスで楽しい会を開催、観桜会は屋形船で
新しい例会場。42F のスカイバンケット（シリウス）
スカイツリーと桜が見事でした。
からの眺望は最⾼。東京後楽ロータリークラブも同じ
海江⽥幹事、⽜島ガバナー補佐、⻘⽊分区幹事、須永
例会場。
さん、1 年間お疲れ様でした。
ブックハウスカフェ
⽶⼭奨学⽣のチ・ミン・カンさん、今後のご活躍をお
⼦供の本専⾨店＆カフェ＆バー。グランドピアノと
祈りします。
美味しいお⾷事も魅⼒。
⽊宮次年度会⻑、相倉幹事、次年度はよろしくお願い
ブックハウスカフェが、6/10 に NHK のドキュメント
致します。
72 時間に取り上げられました。
検証
河川清掃
岡⽥会員のご尽⼒にて、神⽥川河川清掃とウオーキン
グクリーンプロジェクトを 3 回実施 11/24, 2/19,
5/21。5/21 は、千代⽥せいが保育 園園児、スタッフ
と花壇の花植え。その後、屋形船クルーズを ⾏いまし
た。（⾬天の中）
参加者：樋⼝千代⽥区⻑、 保育園児、保護者、保育園
スタッフ、会員
『千代⽥区⺠ニュース』より
本⽇、5⽉21⽇（⼟）に千代⽥せいが保育 園の園児た
ちと東京お茶の⽔ロータリークラブの⽅々が、佐久間
橋児童遊園で清掃と花壇に花を植えました。
END POLIO
2021 年 10⽉24⽇ 世界ポリオ デー
東京・トレインジャック＋有楽町で イベント「ポリオ
根絶まであと少し」
NY：Nasdaq の電光掲⽰板
1988 年以来、ポリオの症例は世界中で 99.9%減少して
います。
ポリオの蔓延が続いているのは、アフガニスタンとパ
キスタンの 2 カ国だけです。
木宮会員は素晴らしい活躍で END POLIO の地区の T シ
ャツを作成したり、ご自身のスタジオで動画を撮影し
ました。

「⼼と体の健康」はどうにか保てたので、セロトニン
的幸福は取り敢えず達成︕
「親睦・感謝・笑顔」は、感謝の連続でしたので、オ
キシトシン的幸福も OK︕
河川清掃等で奉仕活動の達成感はバッチリ︕でも、会
員数純減（37 名+3 名―4 名=36 名）となり、地区のア
ワードを逃したので、ドーパミン的幸福は若⼲下がる
かな・・・・・︖
いえいえ、徹頭徹尾、お茶の⽔RC のパワーを感じる
ことができたので、やはり達成感を感じられたと⾔え
ます。よって、ドーパミン的幸福もゲット！！！

幹事 海江田健司

国際奉仕
タイ・チェンライの子供たちへの教育支援、子供が売
家族親睦会
られない世界をつくる「かものはしプロジェクト」へ
・納涼家族親睦会、9 月 15 日に予定しておりましたが、 の支援。この 2 つは奥山会員が発起人でした。
新型コロナウイルス感染拡大のため中止になりまし
た
米山
・クリスマス家族親睦会 12 月 8 日開催(於)赤坂プリ
米山奨学生 チミンカンさんは、今年 3 月で卒業しま
ンスホテル 会員 23 名、ゲスト 16 名 計 39 名と盛
した。イギリスの大学に進学する予定でしたが、奨学
大な会になりました。
金がもらえ、日本の大学院への進学を視野に入れてい
夜間例会・懇親会
るとのことです。
5 月 25 日の夜間例会は、2020 年 2 月以来 2 年 3 か月
ぶりの開催でした
今年度寄付金の報告
ニコニコボックス
918,446 円
移動例会
ロータリー財団への寄付
＄11,174.76 （6/30 分含む）
・1/26 神田明神をご参拝し、会員皆様のご健康とクラ
米山奨学会への寄付
595,000 円
ブの発展を祈願致しました。（19 名）
ロータリー希望の風奨学金
112,330 円
・3/30 屋形船による観桜会 アサヒビール本社に反射
親子はね休め
97,618 円
してできたダブルスカイツリーを見ることができま
月１回断食基金
93,393 円
した。（会員 18 名・ゲスト 11 名 計 29 名）
以上、データの報告をさせて頂きました。1 年間あり
例会回数
がとうございました。
通常例会 32 回、オンライン例会 5 回、コロナによる休
会はありません
年間平均出席率 72％
ゲスト・ビジター
108 名の方が来会されました。
会員数
入会者：今本会員、秋篠会員、渡辺会員 3 名
退会者：斉藤会員、奥山会員、竹尾会員、竹内会員 4 名
年度当初 37 名でスタート、6 月 30 日現在 36 名。マイ
ナス１名ですが、現在、面接済みの候補者１名、履歴
書待ちが１名で、７月には 38 名の予定です。

誕生日祝い

最後の閉会点鐘

卓話
オンライン例会の卓話では海外から参加して頂きまし
た。タイからタイ米山奨学生のワシンさんとアイさん
が出演、元米山奨学生の孫さんと王さんも卓話に出演
して頂きました 王さんは中国からの参加でした
10/27 と 3/16 のオープン例会では、本木映画監督、加
藤登紀子さんの卓話がありました。
社会奉仕
・ロータリー希望の風奨学金、親子はねやすめ、月 1
回断食基金（千代田区障害者共助会）例会時に寄付
をお願いしました。
・河川清掃とウォーキングクリーンプロジェクトは
11/24、2/19、5/21 の 3 回実施しました。5/21 の回
は、千代田せいが保育園の園児、保護者、スタッフ
も一緒に植樹の後、屋形船クルーズが行われました。
他、会員以外の参加者は、千代田区区長、佐久間町
一丁目会長 松本様、相倉会員の奥様、ファミリー
バザール実行委員会会長の三橋様、江戸城天守閣を
再建する会からは 8 名の方が参加して下さいました。

西村会長、海江田幹事、ありがとうございました

