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[本日の卓話] ６月２７日 
 

２０１５～２０１６年度 最終例会 
  

三 役 退 任 挨 拶  

 

[次回の卓話] ７月４日         
 

２０１６～２０１７年度 初例会 
  

三 役 就 任 挨 拶  

・・・・・・・・・・・・・ 第２３９７回  ２０１６年６月２０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  」「 あめふり 」 

■来客紹介 
〇ご来賓…２名 
原 野 大 輝 様（東京青年会議所 江戸川区委員会 委員長 ） 
原    達 徳 様（東京青年会議所 江戸川区委員会 副委員長） 

〇ビジター１名 
堺    千 種 様（ 東京臨海東ＲＣ） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 
  49名中 43名出席 出席率 97.73％(6/6…100％) 
■会長報告（代行：森田副会長） 
○本日、わんぱく相撲協賛への御礼に、ご来賓とし
て東京商工会議所江戸川区委員会からお二人の
方がお見えになっております。ご挨拶を頂戴致し
ます 

■幹事報告 

○2015-16年度 国際ロータリー第2580地区 地区大

会の記録が届きましたので、登録頂いた方のラッ

クへ配布致しました 

○2015-16年度 国際ロータリー第2580地区 東分区

I・M報告書が届きましたので、ラックへ配布致し

ました。併せて記録のDVDも1部届いておりますの

で、ご入用な方は事務局までご連絡願います 

○各委員会にて、今年度中に支出が必要な経費があ

る場合は、本日の例会終了時までに幹事宛報告願

います 

■委員会報告 

○IAC委員会(森委員長)…①6/18(土) 日本大学第一

高等学校で開催の在京IAC会長･幹事会に出席し、

第53回年次大会の最終説明を受けてきました。年

次大会へご参加の会員は、写真撮影の関係から午

前8：30までにご参集願います ②6/21(火)畠山地

区IAC委員長を迎えて臨時IAC会議を関東第一高等

学校にて開催します ③関東第一高等学校IACの現

況は、3年生と1年生5名が在籍しております。この

1年生が来年のIAC年次大会の中心メンバーになりま

す。現在、会員増強に尽力しているとのことです 

○米山奨学委員会(中山委員長)…今月の「ハイライ

トよねやま」が届きましたので 各テーブルにてご

回覧下さい 

○次年度 多賀幹事…例会終了後、2016-17年度 第 

2回クラブ協議会を 402会議室で開催します。次年

度関係各位の皆様 宜しくお願い致します 

○クラブ基金委員会(金子栄一委員長)…大澤会員か

ら次年度名誉会員を受けるにあたり、次年度の   

初例会時において、自身のクラブ会費分をクラブ

基金として寄付したいとの申し出がありましたこ

とを報告致します 

○健康管理委員会(岩倉委員長)…「心房細動を知っ

てますか？」不規則な拍動には脳梗塞の危険性が

あります。毎日、脈拍をとりましょう  

Weekly Report 

Ｂｅ ａ ｇｉｆｔ ｔｏ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ

Encounter to Rotary and Improve Yourself

東京江戸川ロータリークラブ 



                                

本日合計      51,000 円 

今期累計   3,763,000 円 

■本日の卓話  

「五大奉仕委員長 年間活動実績報告」 
 

 

 

 

 
 
五大奉仕委員長 年間活動実績報告…主に下

半期分活動実績を抜粋して掲載 
 
クラブ奉仕委員長 森田知行 

・各委員会においては、一年間、一生懸命活

動して頂きありがとうございました。 

・ニコニコボックスは例年以上の寄付額とな

り、皆様のご協力に感謝致します。 

・家庭集会は、2 回共早めの周到な準備にて開

催でき、感謝致します。 

・会員増強は新会員 1 名、退会者 4 名となり

ました。これからも増強にご尽力願います。 

・いわき勿来 RC とは、本年 4 月のゴルフ会を

通じて一層の親睦が図れました。 
 
職業奉仕委員長 多賀之雄 

・6 月 3 日～4 日にかけ、愛知県豊橋市にある

ゴルフシャフトメーカー、MRC コンポジッ

トプロダクツ㈱に工場見学を行いました。

参加者は 19 名でした。 
 
社会奉仕委員長 山本昌之 

・地域の清掃活動として、小松川千本桜の清

掃活動を 3 月に行いました。 

・台湾南部並びに熊本の大地震災害に対し、

会員の皆様から多額の義援金を頂戴し、感

謝申し上げます。 

・社会奉仕について、各クラブ共「社会的弱

者への支援」がキーワードとなっています。 

・ペットボトルキャップを地域小学校に寄贈

致しました。 
 
国際奉仕委員長 関口眞司 

・セ・ソウル RC 創立 48 周年記念例会に、関

係者含め 4 名にて参加致しました。 

・韓国・ソウル国際大会に、関係者含め 7 名

にて参加致しました。 

 

青少年奉仕委員長 久保克 

・6 月 3 日～4 日、第 30 回リーダーズキャン

プに 6 名にて参加致しました。 

・東江戸川 RAC40 周年記念式典に参加致しま

した。 
・例年通り、わんぱく相撲に協賛致しました。 

 

 

 

横山君…五大奉仕委員長の皆さん 一年間ご

苦労様でした 

田中(伴)君…五大奉仕委員長 一年間活動あ

りがとうございました 

関口君…国際奉仕委員会 一年間ありがとう

ございました。国際大会も参加出来ました 

森田君…6/17防犯功労として警視総監賞を頂

いて参りました。今後共頑張ります 

飯田君…森田さん 警視総監賞受賞おめでと

うございます 

宇多君…奥様誕生日のお祝いの花が届きまし

た。家内が大変喜んでいました。ありがと

うございました 

荒井君…本日の第２回クラブ協議会 宜しく

お願いします 

多賀君…本日例会終了後 次年度の第２回ク

ラブ協議会を行います。各委員長さん 宜

しくお願い致します 
増田君…クラブの各お医者様に大変お世話に

なりました 

大野(達)君…柴田さん 無理を申し上げてお

世話になりました 

梅田君…柴田さん 先日はお世話になりました 

岡本君…多賀さん お世話になりました 
山本(和)君…娘さん達に始めて父の日のプレ

ゼントを貰いました。小林さん色々ありが
とうございました 

芦﨑君…山本(和)さん6/22お世話になります 

大野(平)君…横山さん 先日大変お世話にな

りました。ニコニコ委員長 芦﨑さん、今回

を含めあと２回 頑張って下さい 

岩倉君…ニコニコご苦労様です。あと１回頑

張って下さい 

松井君…ニコニコ記録作り頑張って! 

森君、伊東君…ニコニコご苦労様です 

川野君…ニコニコご協力ありがとうございま

す。今回を含め２回となりました 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （ニコニコ委員長 芦崎哲雄 記）



                                

会長 須賀雅文 

 

2015 年 7 月から会長として貴重な一年を経験

させて頂きました。当地区の中でも伝統ある

東京江戸川ロータリークラブの第 52 代会長

としての活動を無事終えることができ、これ

も会員の皆様のご協力のおかげと深く感謝し

ております。 

今年度のＲＩ会長 K.R.“ラビ”ランドラン会

長テーマ「世界へのプレゼントになろう」私

の会長テーマ「ロータリーと出会い、そして

向上」に則り、会員の皆様と共に一年を過ご

させて頂きました。各委員会、委員長、委員

の方々には積極的に活動して頂きました。又、

毎例会を楽しく出来た事が良かったと思いま

す。特にクラブ理事・役員の方々、森田知行

副会長、田中伴司幹事お礼を申し上げます。 

最後に「四つのテスト」言行はこれに照らし

てからを胸に刻み一年を終わらせて頂きます。

ありがとうございました。 

 

 

副会長 森田知行 

 

須賀会長年度の副会長を退任するにあたり、

感謝を込めてお礼のご挨拶を致します。 

ロータリーの網領・四つのテストを基本に、

会長テーマ「ロータリーと出会い、そして向

上」を目標に、いかに実践すべく、各委員会

のもとで、各事業計画も順調に進むことが出

来ました。 

特筆すべきことは、2015 年 9 月 28 日と 10 月

26 日の両日に渡り、入会 10 年未満の会員の

方々を始め 22 名参加による、武田会員による

職業奉仕の歴史と手続要覧・分かりやすい職

業奉仕・直ぐに実践できる職業奉仕・のセミ

ナーが開催され、皆さん熱心に聴講されてお

りました。 

また、7 月から 8 月に掛けて長年の懸案事項

であった、姉妹クラブであるバーリンゲイム

ロータリークラブより、4 人の高校生を短期

留学生として受け入れ、日本の文化に触れ、

創立 52 周年記念例会にも参加をし、楽しんで

頂けました。今後の青少年奉仕、また国際奉

仕の拡充、拡大に繋がればと思います。この

様に須賀会長年度テーマを充実すべく各委員

会が創意工夫し、一年間心掛けて参りました。

実り多い年度となりました皆様方のご理解と

ご協力に感謝申し上げます。 

 
退任の 

ご挨拶 
 

 

 

幹事 田中伴司 

 
「幹事はクラブ運営の要」。その言葉をいつも
心の中に思い浮かべながらの一年間でござい
ました。 
私自身その責務をしっかりと果たせたかどう
か、今でも疑問でございます。 
会員の皆様から見れば心許なく思われた点も
多かったことと思いますが、お許しを頂きた
く存じます。 
今は、須賀年度の幹事として何とか務め上げ
ることが出来たのでは、との思いで、安堵を
感じております。 
幹事という立場では、対外的に様々な地区行
事、研修会等に参加させて頂く機会に恵まれ、
大変勉強になりました。また、多くの方から
アドバイスも頂き、自分を見直すことも出来
ました。 
そして何よりも、私の幹事としての行動や言
動に対し、微笑み、頷きながら見守って下さ
った先輩会員の方々に感謝申し上げたいと思
います。私自身、その温かさに救われ、この
一年間、真摯にロータリーと向き合えたと思
っております。 
最後に、会員全ての皆様のお力添えで、充実
した一年間を過ごすことが出来ましたことに
改めて感謝申し上げ、私の退任の挨拶とさせ
ていただきます。 
一年間ありがとうございました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

 

 

 

 

 

６月２０日（月）、例会終了後４０２会議室に

て第２回クラブ協議会を開催しました。 

荒井次年度会長より、次年度の会長テーマ 

「ロータリーを学ぼう」に基づく方針が示さ

れ、その後順次各委員長から具体的な活動方

針と実施計画の発表により協議は進行し、 

いくつかの部門に分けて中山カウンセラーに

よる講評及び総括を頂戴しました。 

最後に西川次年度副会長から閉会のご挨拶を

頂き、協議会は時間通りに終了しました。  

ご参加の皆様、お忙しい中ありがとうござい

ました。 （ 次年度幹事 多賀之雄 記 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

去る６月１２日(日)、「いわき勿来ロータリー

クラブの日」と銘打った姉妹クラブいわき勿

来ＲＣ主催の地域貢献事業に、当クラブ会員

５名にて参加して参りました。 

「輝け ぼくたちわたしたちの 未来！」をメ

インテーマとし、第１部は熱気球体験搭乗会、

第２部は第 2648 回公開例会並びに考古学者

吉村作治氏による基調講演が行われました。 

当日、例会会場となったいわき勿来市民会館

には、福島県立磐城農業高校ＩＡＣの出店ブ

ースもあり、大変活況のあるイベントでした。 

（ 田中幹事 記 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１６－１７年度 
第２回クラブ協議会報告 

いわき勿来ＲＣ 公開例会・
基調講演 参加報告 


