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「ロータリーの寛容の精神で。
奉仕をしよう。」
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葛飾北斎描く千住より眺望の富士
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Rotary Rate 104 円

2020 年 12 月 24 日 第 2918 回例会報告
2020 年 最終例会
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ロータリーソング 「日も風も星も」
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守屋会長 高橋幹事…本日は 2020 年の最終例
会です。今年一年お世話になりました。来年も
よろしくお願いします。本日の卓話、笠置様、
宜しくお願いします。
荻原君…30 年間ありがとうございました。
楽し
いロータリー生活でした。
樽澤君…細沼プログラム委員長、毎度ご苦労様
です。会員一同で卓話のサポートします。
日大閥一同（田中君 海老沼君 平岩君 今井
君 芝君 樽澤君 追分君 張替君 羅山君）
…荻原先生、お疲れ様でした。
海老沼君 張替君 中山君 人見君 岩崎君
高橋秀君…影山副幹事、半年間、もの凄く立派
な副幹事でした。新年も期待しております。

⚫

第 1 回バギオ基金感謝状
…株式会社ボスコ 高橋史郎君
⚫ 第 7 回バギオ基金感謝状…東京江北ＲＣ
会 長 報 告
⚫

なし

⚫
⚫

幹 事 報 告
⚫

コロナ禍の中、今年も一年が終わろうとし
ています。拙いクラブ運営ではございまし
たが皆様の多大なご協力により何とか半
年を終えることが出来ました。来年もご指
導ご鞭撻の程何卒宜しくお願い申し上げ
ます。
委 員 会 報 告
⚫

なし

出席率80％

⚫

⚫

…平岩君 土屋君

合計 36,000 円 累計 1,298,500 円

THE ROTARY CLUB OF TOKYO-KOHOKU

卓

12 月 24 日（木）の卓
話は、日本 M&A センタ
ー営業本部 提携統括
事業部, 金融法人部
担当部長 笠置正人氏
より「日本のМ＆Ａの
状況について」という
演目でお話頂きまし
た。
未上場企業で増加するМ＆Ａの背景にある事業承
継問題について、過去の背景や状況、そして今後
日本で急速に進む生産年齢の人口減少に対峙すべ
き策としてのМ＆Ａと業界再編などを分かりやす
くご説明いただきました。

荻原芳樹会員 退会のご挨拶
当クラブには、平
成 2 年に入会させ
て頂きました。入
会時から 30 年間程
会員としてお役に
立てればと思って
おりましたが、今
年でちょうど 30 年
目を迎え私も 78 歳
となり、ひとつの
区切りとして退会
させて頂く事となりました。
ロータリー生活で私が誇れるのは、29 年間 100 パ
ーセントを維持できたことす。クラブ内に心を開
くことができる友人が沢山いたからこそ、30 年間
という長い間、愉しく過ごすことができたのだと
思っております。30 年間有難うございました。皆
様方のご健勝と東京江北ロータリークラブの益々
のご発展をお祈り致しまして、これをご挨拶とさ
せて頂きます。有難うございました。
荻原芳樹会員 スピーチより

本日の卓話

2020-21 年度 地区補助金事業

話

足立区内こども食堂へのサポートプロジェクト

◆ 親子食堂（足立活き活き会）
訪問日：2020．12．26（土）13:00～
参加者：守屋会長 鎌田社会奉仕委員長 土屋広
報委員長
 足立活き活き会は、こども食堂以外に「高齢
者向け食堂」
、
「障害者向け食堂」も実施して
いる。この日は障害者向け食堂の開催準備に
合わせて訪問した。
 足立よみうり新聞の取材が入った。
◆ ちびっこどんぶりの日（スマイル・エイジング
パートナー）
訪問日：2020．12．26（土）16:30～
参加者：守屋会長
 スマイル・エイジングパートナーは、コロナ
禍でこども食堂を中断し、無料の食材配布と、
廉価でのお弁当販売を行っている。
 事前登録による食材配布を行っており、多く
の若いママが、会場を訪れていた。
 配布や販売に関しては、こども食堂事業者以
外のボランティアがお手伝いをしている。

2021 年 例会予定
１月

７日（木）休会
１４日（木）休会に変更
２１日（木）休会に変更
２４日（木）休会に変更

２月
４日（木）休会に変更
１１日（木）休会（祝日）
※以降の例会は変更の可能性があります。
再度、ご連絡申し上げます。

１８日（木）通常例会
２５日（木）通常例会
３月
次週卓話予定
４日（木）通常例会
８日（月）東分区 IМ／タワーホール船堀
１１日（木）特別休会
１８日（木）夜間例会に変更
長寿・永年在籍会員を祝う会
２５日（木）通常例会

2020-21 年度
会長 守屋裕之

社会奉仕活動ではロータリー財団の補助
金を得て、足立区内の２３のこども食堂
へ支援品の贈呈を行います。昨年中に足
立区庁舎において区長参加のもと贈呈式
が先行実施されましたが、１２月末から
こども食堂への訪問も開始されました。
これを契機に地域社会の諸問題について
継続して考えていきたいと思います。

新年明けましておめでとうございます。
コロナ禍と共にスタートした２０２０－
２０２１年度も折り返し点を迎えまし
た。
新年度が開始される前まではクラブ例会
も休会が続き、被選理事会で集まる事も
難しく、また地区の研修会等も全てがリ
モート開催となり、多難な幕開けを予感
させました。しかし会員皆様のご協力に
より、なんとか前半終了まで漕ぎつける
事が出来ました。
今年度の私のテーマは「ロータリーの寛
容の精神で。奉仕をしよう。」です。寛容
の精神については、皆さんが日々心に思
い、様々な場面で思いながら行動して頂
きたいと考えたものです。奉仕をしよう
の方は、具体的には社会奉仕活動と職業
奉仕活動を掲げました。

職業奉仕活動では、先輩会員の実業から
職業奉仕を学ぶ卓話を実施。前半に２名
の先輩会員から卓話を頂戴し、具体的な
仕事の中での職業奉仕を学びました。後
半でも既に２名の先輩会員の予定が決ま
っております。またそれ以外にも職業奉
仕卓話を実施します。
相変わらず猛威を振るっているコロナの
影響に十分注意しながら、年度後半もク
ラブ運営に邁進して参ります。引き続き
ご指導ご鞭撻を頂戴したく、宜しくお願
い致します。

奉仕活動に携われたことで、コロナ禍で
暗澹たる気持ちになりがちなこの時期だ
からこそ必要な支援があると改めて気付
かされた次第です。
2020-21 年度
幹事 高橋史郎
明けましておめでとうございます。
令和３年が始まりました。
昨年は、新型コロナウィルス感染症の蔓
延で東京江北ロータリークラブの活動も
縮小や変更を余儀なくされました。海外
では既にワクチンの接種も始まる等、収
束に向け少しずつ明るい兆しは見えてき
たものの、変異種の感染拡大懸念の他、国
内では感染者急増で年明け早々に再び首
都圏で緊急事態宣言が発令され、当クラ
ブの例会も残念ながら暫くの間休会が決
まりました。
「ロータリーの寛容の精神で。奉仕をし
よう。」という守屋会長のテーマの下、幹
事としての務めは半年が経ちましたが、
こうした状況下ということで当クラブも
活動の幅が限られる中、足立区のこども
食堂へ物品支援を行う等、僅かながらも

本年半年間は、状況を踏まえつつも、例会
を含めた活動を如何に会員皆様の思いを
汲んで運営していくのか、また、ロータリ
ークラブ一員としての自身の役割につい
て日々自問しながら職務を全うしたいと
存じます。

