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 Now・・・let’s act! 

「さあ、行動しよう！」 
 

2021-22 年度 クラブ会長  

Club President 

古山真紀子 Koyama Makiko 

“SERVE TO CHANGE LIVES” 
2021-22  国際ロータリー会長 

シェカール・メータ 
202１-2２ RI 第 2580 地区ガバナー  

若林 英博 

 

 

公共イメージ委員長 

 
【式次第】 12:00～13:00 

1．司会進行      鷲澤 充代       幹事 

2．開会点鐘      古山 真紀子 会長 

3．四つのテスト       高橋 由珠    会員 

 

4．ゲスト・ビジター紹介    寿原 裕美子   会計 

 卓話者：通商航空サービス株式会社 

         代表取締役社長  岩田 健作 様 

5. ニコニコ報告        光行 順子    会員 

         古山 真紀子  会長 

         光行 順子     会員 

 

6.  会長挨拶           古山 真紀子 会長 

前回例会時に支援頂いた食料品、ダンボール箱 2箱分を

セカンドハーベストジャパン宛送付済み。御礼状は割愛と

のこと、母子家庭以外にも広く支援の幅を広げており有効

に活用されることと期待する。 

 

緊急事態宣言 8月 31日までの延長に伴い、例会参加が

不安な方はオンライン参加でも可能。 

 

9月 1日のガバナー訪問もオンライン訪問。会員メンバー

は通常通り例会場に集結。時間は 11時半から会長・幹事

会、クラブ協議会 11時 45分から。各自デバイスを持参し

オンライン接続をお願いする。 

 

 

 

 

次回例会はクラブ協議会を開催。ガバナー訪問前の事前

練習会の位置づけ。 

 

ガバナー訪問日はクラブ協議会を 13時迄開催、食事は

クラブ協議会後 13時半迄となる。13時半まで残れない方

の確認を行う。例会参加者中では該当者無。 

 

地区主催のワークショップの紹介 

  8月 20日 職業奉仕の WS 

  9月 9日  入会 5年～10年目の方向けの WS 

  両日ともにオンライン開催 

    9月 12日  水辺のプロジェクト 神田川で開催 

   場所：都電荒川線の近く、活動時間：1時間 

  9月第 2例会卓話 ボルネオ保全トラスト・ジャパン 

  森林伐採が進みオランウータンの生息地が減少 

 

ロータリー2580地区ポロシャツ購買のお誘い 

 

 

7．米山奨学金授与      光行 順子    会員 

 

米山奨学生 帳さんからのコメント 

いつもご支援いただきありがとうございます。        

この一ヶ月は博士課程の論文作成に忙しくしていた。 

 

8． 委員会活動報告       吉田 秀樹    会員 

 

ホームページを作成してくださった旧会員 リニューアル

（校正・デザイン）に向けて取り組む。会員の皆さんからも

ご意見を賜りたい。 

 

今後の公共イメージの活動計画において、 メーキングの

ためのスチール写真を撮っていたので、そちらを活用す

る。  

 

 

9．幹事報告            鷲澤 充代  幹事 

 

・本日理事会開催、審議中の議題は後日決定後に会員に

報告を行う。 

 

 

 

 

◇◆四つのテスト◆◇ 

１．真実かどうか 

2.みんなに公平か 

3.好意と友情を深めるか 

4.みんなのためになるかどうか 



 創立日： 2017年 7月 24日 

認証日： 2018年 2月 26日 

認証式： 2018年 5月 28日 

事務局： 東京千代田区丸の内 2-3-2  郵船ビル 1F 

TEL：+81 3-5533-8846 

E-mail: marunouchi-rc@outlook.jp(事務局：桑原奈知子) 

URL： https://www.tokyomarunouchi-rc.com/ 

例会日： 第１・第３ 水曜日 

12時 00分 - 13時 00分 

例会場： 東京千代田区丸の内 2-1-1明治生命館 B1F 

   センチュリーコート丸の内 

(covid-19の期間中はオンライン例会の可能性あり) 

会 長： 古山真紀子  幹 事：鷲澤充代 

 

10.卓話               

 

 

石倉九段は遅咲きでタイトルとは無縁だが、アマチュアの

方の壁に詳しく、アマチュア指導の第 1人者 

石倉九段の囲碁クラブに自分も 3年 3ヶ月通い初段の認

定を受けている。 

勝負事である囲碁の楽しさは、人と対局すること。負けが

込んでくると石倉九段が囲碁を嫌いにならないようにと、対

戦相手を配慮してくれる。 

最近は囲碁ガールといわれる、ブランド品を購入するのと

同様に高い碁盤を購入する方も存在する。 

2014年に開設、旅行会社といっても観光ではなく、法人

の方の業務渡航・海外赴任の方々のお手伝いをしてい

る。 

1979年にマルハニチロ遠洋漁業、交代する乗組員を交代

させる業務を開始。そのほか取引先はソニー・松下電器・

トヨタ等にも及ぶ。 

2年前に凸版トラベルサービスグループ傘下に入る。 

2019年比の業界売り上げは 99％減少、海外を中心として

いる旅行業は市場が蒸発したと言われている。 

当社もその影響を受けており国の補助金を受け、凸版印

刷に約半数の人員を出向させている。さらに親会社の軒

先を借り、家賃を 5分の 1に圧縮している厳しい状況。 

国際線の新たなマーケットとして、イベント開催。10月には

食品関連のオンラインイベントの企画や運営も行うととも

に、渡航前 PCR検査にも携わっている。 

現在でも必要であればＮYに行くことはできるが、待機期

間 2週間、帰国時にも同じく 2週間の自主隔離が求めら

れる。 

ワクチンの陰性証明書を持っていても、万一入国拒否をさ

れた場合には、航空会社が帰りの便の費用を負担しなけ

ればならないという現状がある。 

今後海外に行く場合の諸注意は、入国制限措置に関して

国が情報を提供しており、随時更新され状況は朝礼暮

改、情報を正しく把握することが必要。 

現在日本のワクチン証明書により入国を許可している国は

イタリア・オーストリア・ドイツ、一方アメリカ・イギリスからは

拒否されている。 

11月には 7割程度のワクチン接種が完了する見込み、集

団免疫が出来れば国内旅行から復調すると思われる。 

旅は素晴らしい。飛行機代が上がる等のマイナス状況も見

込まれるが、是非旅に出かけてほしい。 

 

掲載写真の説明 

・アンダルシア州【世界遺産】アラガン ピカソ生誕の地 

 

・JALのシアトル線復活時 ラスベガスのシルクドソレイユ 

 

・シアトルのスターバックス 1 号店 

 

・ボーイング 737の製造工場 

 

・2019年のラグビーワールドカップ ウェールズの試合 

 

・エストニア（バルト三国） 大関把瑠都の出身地 

 

・ヘルシンキの食事 トナカイの肉 

 

・エストニアの首都タリンの街並み【世界遺産】 

 

・ケニアのサファリ  

 

・タイの青果市場 

 

・スコットランドのゴルフ場 

 

・マスターズのゴルフトーナメント 等 

 
11．今後の予定         古山 真紀子 会長  

 

12．閉会点鐘       古山 真紀子 会長 

13．写真撮影 

8月 18日 

第 82回例会 

通常例会 

クラブ協議会 

（委員長事業計画発表） 

9月 1日 

第 83回例会 

 

ガバナー公式訪問 

11：30～11：45 会長幹事会 

会場：センチュリーコート丸の内 

11：45～13：00 クラブ協議会 

9月 15日 

第 84回例会 

認定ＮＰＯ法人 

ボルネオ保全トラスト・ジャパン卓話 

通商航空サービス株式会社 

代表取締役社長 
 

岩田 健作 様 
 

 「海外旅行の再開に向けて」 


