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 本日の卓話  ６月２４日 
 

 

 

  ２０１２～２０１３年度 最終例会   
        

三役 退 任挨 拶 
 

          

 

 次回の卓話  ７月１日 
           
 
 

  ２０１３～２０１４年度 初例会   
        

三役 就 任挨 拶 
 
 

 

              第２２７３回  ２０１３年６月１７日  例会報告               
 

■点鐘・ロータリーソング・今月の歌 

 「それでこそロータリー」「線路は続くよどこまでも」 

■来客紹介 

●ビジター 3 名 

  川 口 晃 玉 様（ 東京ワセダ RC ） 

  阿 部    昇 様（ 東京東江戸川 RC ） 

  森 岡    啓 様（ 東京江戸川中央 RC ） 

●ゲスト 1 名 

伊 東 兼 一 様（ 横山(巖)会員ゲスト ） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 

 48 名中 42 名出席 出席率 87.50％ (6/3…100％) 

■会長報告 

●6/12(水)中山・岡本 50AEX 副委員長・武田元会

長・武田夫人の 4 名で、いわき勿来 RC の例会へ

出席して参りました。詳しくは、岡本 50AEX 副

委員長より報告させて頂きます 

●東京ワセダ RC 川口晃玉 様より、バナーの交換

及びご挨拶を頂きました 

●長尾会員より歌集(短歌)「 花と愛 」を会員の皆

さんに配布して頂き、ご挨拶を頂きました 

■幹事報告  

●当クラブがスポンサーをお引き受けした、

2013-14 年度Ｒ財団補助金奨学生 髙橋亮さん、

留学延期のお知らせ 

 ■委員会報告  

●岡本 50AEX 副委員長…いわき勿来 RC 例会に出席

し、当クラブ創立 50 周年記念式典への参加呼び

かけを致しました 

●ゴルフ同好会(菅谷委員)…6/13(木)第 5 回ゴルフ

コンペ取り切り戦 結果報告。取り切り及び第 5

回コンペは、山本(和)会員が優勝しました 

●健康管理委員会(柴田委員長)…熱中症を防ぐ為に

は、こまめに水分を摂取しましょう。風通しのよ

い服装で過ごしましょう 

 ■本日の卓話 「 五大奉仕委員長 年間活動実績報告 」 
        
          クラブ奉仕委員長    須賀 雅文 

          職業奉仕委員長      山本 昌之 

          社会奉仕委員長      田中 伴司 

          国際奉仕委員長      森田 知行 

         新世代奉仕委員長    金子 栄一 

      奉仕を通じて平和を 

    Peace Through Service 
   国際ロータリー会長 田中作次 

ロータリーはすばらしい！ 

It's Great to be a Rotarian! 
東京江戸川ロータリークラブ会長 中山直幹 
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会長  中山 直幹 
 

  東京江戸川ロータリークラブ第４９代会長とし

てのこの１年を、間もなく終えようとしています。

なんとか大過なく１年間を乗り切れたのも、会員

すべての皆様の、暖かいご支援の賜物でございま

す。心からお礼申し上げます。もとより浅学非才

の私には、江戸川区で最も伝統あるクラブの会長

をお引き受けするのは荷が重い事でした。不安いっ

ぱいの船出でしたが、須賀副会長、荒井幹事にさ

さえられて忙しい中にも、楽しく充実したロータ

リーライフを過ごすことができました。 
 

  年度当初から常に頭にあったのは、私の次の年

度に創立５０周年という歴史的な記念日を迎える

という事でした。その為に、今何をしなければな

らないかを考え、行動してきたつもりです。幸い

なことに経験豊かな宇田川会員に会長をお引き受

けいただき横山、岡本両パスト会長を中心に実行

委員会ができ、着々と準備が進んでいます。次年

度への期待がふくらみます。 
 

  各委員会の皆様にもそれぞれのお立場で大変な

ご努力をいただき、立派な業績を残していただき

ました。何と言ってお礼を申し上げればいいのか

言葉がありません。会員全員の皆様お一人お一人

に心からの感謝の気持ちをお伝えするのが精いっ

ぱいでございます。 
 

  「ロータリーは素晴らしい」というテーマを掲

げて１年間努めてまいりました。では何が素晴ら

しいのでしょうか。それは会員一人一人の人間的

魅力が素晴らしいのです。 

  会長を終えようとしている今、あらためて思い

ます「ロータリーは素晴らしい」と。 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

副会長  須賀 雅文 

中山会長年度の終わりにあたり副会長退任のご

挨拶を申し上げます。 

1 年前を振り返り、会長実施計画の中に｢ロータ

リー活動の基本は例会に出席し 

それを楽しむことにあります。楽しい例会になる

よう関連委員会とともに努力します｣との実施計

画が唱えられておりました。 

当クラブは出席 100％を毎年度続けているクラブ

です。会員の皆様は毎例会楽しそうに出席し、例

会が何週間か休会の後に顔を合わせると、休会中

｢寂しい、何か物足りない｣との会話を耳にする事

が有りました。 

これは、会長実施計画に書かれた事を、1 年間各

委員会のお力と会員の皆様の御蔭で当初の願いが

達成されたのではないでしょうか。 

退任に当り、少しでも副会長としてお力添えがで

きた事を嬉しく思います。 

  最期に会員の皆様、1 年間ご協力有難う御座い

ました。 

 

幹事  荒井 知久 

  中山会長、須賀副会長のご指導のもと、幹事と

いう職務を何とか一年間全うすることが出来まし

た。これもひとえに会員の皆様のご協力や諸先輩

方の助言の賜物と、感謝に絶えません。 

  この一年間を顧みると、中山会長のお人柄や、

私を信頼して「幹事に任せるよ」という寛大な気

持ちでご指示いただくことに触れ、中山会長自身

が自ら全うしている、「ロータリーはすばらしい」

ということを少しずつ教えられた思いがします。

私が幹事に任命されるまでは、中山会長と接点が

あまりなかったにもかかわらず、困ったときには

的確なアドバイスをくださり、また、日々のロー

タリー活動に対する会長の真摯な姿勢を、私もぜ

ひ見習いたいと感じております。 

  今年度は、当クラブの節目である創立５０周年

の前年にあたりますので、その準備期間として次

期宇田川会長に滞り無く引き継げるよう、私なり

に頑張ることができました。当然、反省すべき点

も多々あり、折々で大変なこともございましたが、

とても楽しく、有意義な一年でした。 

  今後も身の丈にあったロータリー活動をしてい

きたいと思いますので、会員の皆様のご指導ご鞭

撻を宜しくお願い致します。 

～  お願い  ～ 
 

7 月 1 日(月) 2013-14 年度 初例会は、 

新旧引継ぎ行事につき開始時間が繰り上がります。

お早目にご出席の程お願い致します。 
 
       12 時 25 分より    新旧引継ぎ式 

       12 時 30 分より    例会開始(点鐘) 



 

 

 

 

 

 

 

自分自身から始まる平和を語り合った 

広島平和フォーラム 

 

5 月 17 日、広島で開催されたロータリー世界平和
フォーラムにあわせ、田中作次RI会長は、ロータリー
や地元のリーダーと共に平和記念公演を訪れ、第二
次世界大戦中に投下された原子爆弾によって命を落
とした人々の慰霊碑に献花しました。その後会長は、
広島平和資料館を訪問し、多くの世界のリーダーが
名前を記してきたゲストブックに記帳しました。 
 
日本人である田中会長（八潮ロータリー・クラブ会
員所属）にとって、「平和」は重要な意味を持ちます。
2012-13 年度の RI テーマを「奉仕を通じて平和を」
とした会長は、ロータリアンや一般の人々、特に若
い人たちが日常の生活を通じて平和を見つめる機会
を提供するため、3 回の平和フォーラムを主催しま
した。 
 
広島平和フォーラムには、ロータリアン、地域のリー
ダー、学生やロータリー平和センター・プログラム
（平和構築者を育成するためのプログラム）学友な
ど、2,700 人以上が参加しました。また、湯崎英彦
広島県知事と松井一實広島市長もパネル・ディスカッ
ションに参加しました。 
 
今回の広島フォーラムの前には、ベルリン（ドイツ）
とホノルル（米国、ハワイ州）でも平和フォーラム
が開催されました。いずれも、第二次世界大戦で甚
大な被害を受けながら、現在は持続可能な平和の象
徴となっていることから、平和フォーラムの開催地
として選ばれました。 
 
田中会長は、フォーラムの閉会の辞で次のように述
べました。「一つひとつのロータリーのプロジェクト、
一つひとつの奉仕が、愛と思いやりを育みます。適
切な方法で、正しい理由のために奉仕すれば、平和
と調和の中で、人々が一体となれるはずです」 

(  ＲＩロータリー・ニュースより  ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
          
須賀君⋯五大奉仕委員長 年間活動実績報告 宜しくお

願い致します 

長尾君⋯短歌第七集作りました。ご笑納下されば幸

いです 

大澤君⋯長尾さん ご好意に感謝 

久米君、市川君、久保田君、岩倉君、金子(正)君、中

山君、荒井君、西川君、田中(伴)君、高田君⋯長尾

さん 歌集「花と愛」を頂きありがとうございました 

佐久間君、多賀君⋯長尾さん 素敵な歌集をありがと

うございます 

大野君⋯長尾さん 素晴らしい歌集ありがとうござい

ました 

保土田君⋯長尾謙一さん 立派な歌集ありがとうござ

います。小久保晴行さん 異文化に学ぶ著作集あり

がとうございました 

横山(巖)君⋯長尾さん 歌集上梓おめでとうございます 

宇多君、森田君⋯歌集「花と愛」いつも立派な歌集

ありがとうございました 

松井君⋯長尾さん 新しい歌集ありがとうございます。

早速 一気に読みました 

増田君⋯宇多さんに大変お世話になりました 

岡本君⋯いわき勿来 RC を訪問してきました。大変有

意義でございました 

飯田君⋯高田さん 昨夜は大変お世話になりました 

山本(和)君⋯当クラブのゴルフコンペで優勝させて頂

きました。又、多くの皆さんよりニコニコを頂き、

重ねてお礼申し上げます 

岩倉君⋯山本(和)さん 金メダルおめでとうございます 

松井君⋯山本(和)さん 完全優勝おめでとうございま

す。スクラッチの申出、謹んでお受け致します 

関口君⋯山本(和)さん 苦節 12 年Ｗ優勝おめでとうご

ざいます 

田中(吉)君⋯先日のゴルフ同好会で優勝されました山

本(和)さん おめでとうございます。ゴルフ委員長

の久保さん 1 年間ご苦労様でした 

多賀君⋯山本(和)さん ゴルフコンペ優勝おめでとう

ございます。後関さん ご馳走さまでした。とても

美味しかったです 

森君⋯久保さん ゴルフ会お疲れ様でした。松井さん ご

迷惑お掛けしました。懲りずにご指導お願いします 

須賀君、菅谷君⋯クラブ最終ゴルフコンペ 山本(和)

さん 優勝おめでとうございます 

荒井君⋯第 5 回ゴルフコンペに参加できず申し訳ご

ざいません。山本(和)さん優勝おめでとうございます 

久保君⋯山本(和)さん 優勝おめでとうございます。ゴル

フ同好会の皆様、一年間ご協力ありがとうございま

した。来年も引続き宜しくお願い致します 

本日合計   67,000 円 

今期累計   2,432,000 円 


