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[本日の卓話] ７月７日 
 
 

 ２０１４～２０１５年度 初例会  

 

 

[次回の卓話] ７月１４日 
         
 

「   ロ ー タ リ ー と私    」 

・・・・・・・・・・・・・ 第２３１６回  ２０１４年６月３０日  例会報告 ・・・・・・・・・・・・・ 
 

■点鐘・ロータリーソング 

「 日も風も空も 」「 四つのテスト 」 

■来客紹介 

〇ご来賓４名 

須 賀 精 二 様（ 東京東江戸川 RC会長 ） 

嶋 村 文 男 様（ 東京東江戸川 RC幹事 ） 

橋 本 豊 之 様（ 東京臨海 RC会長 ） 

山 田 晃 久 様（ 東京臨海 RC副会長 ） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 

  51名中  47名出席  出席率 94.00％  (6/16… 100％ ) 

■乾杯 … 大澤元会長 

■会長報告 

〇6/26(木)タワーホールで開催された、マツヤサロ

ン主催 新旧引継ぎ懇親会に、今年度・次年度の 

会長・副会長・幹事・親睦活動委員長 計 8名で 

出席致しました 

■幹事報告 

〇7 月のロータリーレートは、1 ドル 102 円です 

■次年度西川幹事報告 

〇①次週 7/7(月)初例会 開始時間のお知らせ。新旧

引継ぎ行事につき開始時間が 10 分繰り上がりま

すので、お早目にご出席の程 宜しくお願い致し

ます。12 時 20分…新旧引継ぎ式、12 時 25 分…

例会開始(点鐘)。例会場も 2階 瑞雲の間 に変更

となります  

②7/28(月)はガバナー公式訪問です。当日の出欠

確認の FAXをさせて頂きますので、ご返信を宜し

くお願い致します  

③8/11(月)創立 51周年記念例会・祝賀会のご案内

を FAXをさせて頂きますので、ご返信を宜しくお

願い致します。夕方17:30～開始となりますので、

是非奥様もお誘いあわせの上、ご参加下さい 

■委員会報告 … なし 

■本日の卓話 

「 三役退任挨拶 」   会  長  宇田川 芳雄 

副会長  荒井 知久 

幹  事  森田 知行 

Weekly Report 

Ｌｉｇｈｔ Ｕｐ Ｒｏｔａｒｙ

Ｂｅ ｐｒｏａｃｔｉｖｅ ａｎｄ move ｆｏｒｗａｒｄ

東京江戸川ロータリークラブ 

えどがわ百景 一之江抹香亭 



                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会長  山本和夫 
 
 
 
  この度、東京江戸川ロータリークラブの
会長職をお引受けするにあたり、大変身の
引きします思いであります。 
  6 月にパスト会長の皆様より「会長を励ま
す会」を開いて頂き、多くの激励のお言葉を
頂戴いたしまして、入会して 13 年目に成り
ますが、自分の気持ちの中で江戸川ロータ
リークラブの一員になったんだなと感じた
次第で御座います。 
  この一年間、副会長の後関さん、幹事の西
川さんと共に、頂いたご恩に報いるために
努力してまいります。 
  昨年度当クラブは 50 年の節目を終え、今
年度は新たな一歩を踏み出す年度でありま
す。 
  今年度のゲイリーＣ．Ｋ．ホァンＲＩ会長
のテーマはライトＵＰロータリー「ロータ
リーに輝きを」であります。 
この意味は各々のロータリークラブに、そ
してロータリアン一人一人の心に輝きをだ
と理解しております。 
  さて、今年度の私のテーマは「新たな一歩、
前向きにトライして見よう」であります。 
変えてはいけない事は江戸川ＲＣの伝統と
精神であり、変えて行く事は時代に合った
委員会運営であると思います。 
全ての委員会が今まで行って来た運営方法
に拘らず、良いと思う運営にチャレンジし
て頂き、問題が有れば修正すれば良いと思
っています。この行動が我江戸川ＲＣがよ
り魅力あるクラブになると確信しておりま
す。 
  私も時間の許す限り、委員会が企画しま
したイベントに参加いたします。 
  そして鈴木孝雄ガバナーが申された、記
憶に残った一年となる様に努めたいと思っ
ております。 
  一年間皆様のご協力を切にお願い致しま
して、就任のご挨拶とさせて頂きます。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

副会長  後関和之 
 
 
 
  今年度はクラブ設立 51 年目ということで、
山本会長も新たな 50 年に向けた一歩をとお
考えです。「新たな一歩、前向きにトライし
て見よう」という目標を掲げ、失敗を恐れず
に新しいことにもチャレンジしよう、江戸
川 RC の伝統と精神を重んじながら、変えて
よいことは変えていこうとの思いと受け止
めています。 
  副会長はクラブ奉仕委員長も兼任です。
「クラブ奉仕とは」とを考えながら、会長を
補佐し、会長の考えを実現させるために努
めたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 

幹事  西川昭雄 
 
 
 
 
  この度、山本和夫会長年度の幹事を務め
させて頂くこととなり、その重責に身の引
締まる思いがしております。 
山本会長の指示のもと、伝統ある東京江戸
川ロータリークラブの運営に少しでもお役
に立てることが出来たならと願うばかりで
す。 
会長方針の「新たな一歩、前向きにトライし
てみよう」を実践すべく、積極的に行動して
いきたいと思っております。 
 会員の皆様には、ロータリーライフを楽
しんで頂けるよう努力する積りでおります
ので、この一年間どうぞ宜しくお願い致し
ます。 
 



                                

本日合計     137,000 円 

今期累計 3,215,000 円 
 

東京東江戸川 RC 須賀会長・嶋村幹事…一年
間お世話になりありがとうございました 

東京臨海 RC 橋本会長…一年間ありがとうご
ざいました 

東京臨海 RC 山田副会長…来週も伺います。
宜しくお願いします 

宇田川君…一年間 本当にお世話になりまし
た 

荒井君…今年度一年間 皆さんお世話になり
無事に終わることが出来ありがとうござ
いました 

森田君…一年間皆さんのご協力により幹事
役終了です。ありがとうございました 

久米君、増田君、佐久間君、上野君、久保田
君、飯田君、後関君、菅谷君、柴田君…宇
田川会長始め皆様、一年間ご苦労様でした 

大野君…宇田川会長・森田幹事 一年間ご苦
労様でした 

保土田君…宇田川会長始め皆さんに 色々お
世話になりました 

長尾君…向う一ケ年 奉仕活動ありがとうご
ざいました 

岡本君…一年間お世話になりました。次年度
もよろしく 

白子君…一年間お世話になりました 
横山(巖)君…宇田川年度ご苦労様でした。50

周年で皆さんに感謝申し上げます 
岩倉君、川野君、木本君…一年間ありがとう

ございました 
金子(栄)君…50 周年 お世話になりました 
金子(正)君、西川君…宇田川会長・荒井副会

長・森田幹事 一年間ご苦労様でした 
中山君…三役の皆様・各委員長の皆様 ご苦

労様でした 
田中(伴)君…宇田川会長・荒井副会長・森田

幹事 一年間ご指導ありがとうございまし
た 

松井君…宇田川会長・森田幹事 一年間ご苦
労様でした。明日の目覚めは きっと良い
ですよ！ 

須賀君…宇田川会長年度 お疲れ様でした 
武田君…宇田川会長 一年間お疲れ様でした 
山本(和)君…三役の皆さん 一年間ご苦労様

でした。来月より皆さんに代わって一年間
努めさせて頂きます 

高田君…本日で出席委員長の席を退任致し
ます。会員の皆様には この一年間 出席
100％にご尽力頂きまして誠にありがとう
ございました 

田中(吉)君…宇田川会長・荒井副会長・森田
幹事及び理事・役員の皆様、一年間お世話
になりました 

森君…役員の皆様 お疲れ様でした 
岩楯君…宇田川会長・森田幹事・皆さん 大変

お世話になりました。感謝！ 
大野君…久保さん 三度目のホールインワン

おめでとう 
佐久間君、保土田君、久保田君、武田君…    

久保さん ホールインワンおめでとうござ
います 

宇多君…久保さん ホールインワンおめでと
う。私も 1 回経験致しました 

梅田君…柴田さん 先日は御紹介を頂きあり
がとうございました 

伊東君…柴田さん 母が大変お世話になりま
した。ありがとうございました 

芦﨑君…宇多さん 金曜日は大変お世話にな
りありがとうございました 

岩楯君…宇多さん ありがとうございました 
市川君、関口君…ニコニコ一年間ご苦労様で

した 
小林君…一年間大変お世話になりありがと

うございました。次年度もニコニコ宜しく
お願い致します 

多賀君…ニコニコ 一年間ご協力頂きありが
とうございました 

久保君…一年間 ニコニコご協力頂きありが
とうございました。お陰様で、大変大きな
数字になりました。感謝申し上げます 

 
・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・ 
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０ 

１ 

４ 

年 

７月 関口眞司 稲山雄一 高田信一 

８月 梅田  巖 森  清正 川野克博 

９月 宇多重員 森田知行 芦﨑哲雄 

10 月 保土田守彦 武田英彦 山本昌之 

11 月 佐久間道夫 田中伴司 横山鉄生 

12 月 増田一美 長尾謙一 岩倉弘毅 

２ 

０ 

１ 

５ 

年 

１月 岡本紀雄 金子正司 多賀之雄 

２月 市川  實 白子英城 荒井知久 

３月 金子栄一 山下  茂 伊東兼一 

４月 石上則雄 飯田  弘 久保  克 

５月 松井宣彦 柴田憲男 川島雄二 

６月 久保田光信 横山  巖 菅谷政樹 
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７

2015

１

２０１４－１５年度  卓話予定表

月間目標 月 第１週 第２週 第３週 第４週 第５週

祝日休会
（海の日）

28 ガバナー

五大奉仕委員長 第2回公式訪問 公式訪問
7

会長.副会長.幹事
14 ガバナー補佐 21

18 休会(休日規定日)
（タワ-ホ-ル休館日）

25
岡本　紀雄 （ 夜間 ） 久保田　光信

会員増強および
拡大月間 ８ 4 会員増強 11

創立記念例会

15 祝日休会
（敬老の日）

22
青少年交換

29
会員選考

稲山　雄一 中山  直幹
新世代のための月間 ９ 1

青少年奉仕
8

各種同好会報告

田中　伴司 釣り、ゴルフ、健康管理

20
地区職業奉仕

27
米山奨学

飯田　弘 武田　英彦 横山　巖

職業奉仕月間
米 山 月 間 10 6

職業奉仕
13 祝日休会

（体育の日）

17
インターアクト

24 祝日休会
（振替休日）保土田　守彦 久保　克

ロータリー財団月間
世界ｲﾝﾀｰｱｸﾄ週間
(11/5を含む1週間)

11 3 祝日休会
（文化の日）

10
ロータリー財団

15
（上半期活動実績報告）

22 特別休会 29 特別休会
五大奉仕委員長

家族月間 12 1
環境保全

8
台北東

荒井　知久 多賀　之雄

ロータリー情報
26

イニシエーション

宇田川　芳雄 スピーチ
ロータリー理解推進月間 5 （新年初例会） 12 祝日休会

（成人の日）
19

16
セ・ソウル

23 特別休会
（タワ-ホ-ル休館日）菅谷　政樹 芦崎　哲雄 関口　眞司

世界理解月間 ２ 2
国際奉仕

9

30
須賀　雅文 白子　英城 田中　吉嗣

識字率向上月間
世界ﾛｰﾀｰｱｸﾄ週間
(3/13を含む1週間)

３ 2
ローターアクト

9
横山　鉄生 伊東　兼一

雑誌月間 ４ 6
会報

13
社会奉仕

16
地区ローターアクト

23

20 27
川野　克博 森　清正 小林　司 木本　龍道

25
上野　操 森田　知行 梅田　巖

５ 4 祝日休会
（こどもの日）

11
地区危機管理

ロータリー親睦活動月間 ６ 1
親睦活動

8 特別休会
岩楯　信一

18
いわき勿来

15 22
（年間活動実績報告）

29
（ 最終例会）

柴田　憲男 五大奉仕委員長 会長.副会長.幹事


