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[本日の卓話] ７月４日  

２０２２～２０２３年度 初例会 

三役就任挨拶  

[次回の卓話] ７月１１日  
「 五大奉仕委員長 年間活動予定 」 

クラブ奉仕委員長    田中吉嗣 
職業奉仕委員長 伊東兼一 
社会奉仕委員長 川野克博 
国際奉仕委員長 市川 充 
青少年奉仕委員長 大野  平 

━━━━━  第２６０８回  ２０２２年６月２７日  例会報告  ━━━━━ 

■点鐘・ロータリーソング
「 手に手つないで 」
「 四つのテスト 」

■来客紹介
〇ご来賓…１名
陳 雯倩さん（米山奨学生） 

■出席状況報告
44名中 33名出席 出席率 91.6％
■会長報告

〇６月分米山奨学金 授与

〇横山パスト会長より

稲山会長へ 記念盾の贈呈 

■幹事報告

〇6/23(木)地区行事の「職業奉仕ワークショップ」
「納めの会」が東京ドームホテルで開催され、 
当クラブから５名（荒井Ｇ補佐･山本分区幹事・
小黒地区 RAC委員･小林職業奉仕委員長･森幹事）
が出席しました 

■委員会報告
〇RAC 委員会(馬目委員長)…6/22(水)RAC 例会に山
本昌之さん・小黒さん・渡邉さんに参加頂きまし
た。卓話は「年金の話」「ライフプランについて」
を山本昌之さんがお話し下さり、野村證券小岩支
店の社員も聴かせて頂きました 

〇社会奉仕委員会(次年度 川野委員長)…次年度地

区クリーン活動への参加として、江戸川区の RC･

RAC４クラブ合同企画で「荒川クリーンエイド」を

開催します。日時 7/31(日)午前 9時 30分 東大島

駅集合、清掃活動後午前 11時 30分解散の予定で

す。ご案内を送付しますので、会員及びご家族、

お知り合いのご参加をお待ち申し上げます 

〇次年度 小林幹事…① 次週 7/4(月)2022-23 年度

初例会は、2F瑞雲の間で開催します。新旧引継ぎ

行事につき開始時間が５分繰り上がり 12時 25分

からです。ご来賓に嶋村ガバナー、東江戸川 RC・

臨海 RC三役、ローターアクターがいらっしゃいま

す。また、新入会員 星山敦さんの入会式も執り行

います ② 例会終了後、ラックと名札を次年度用

に並べ替えを行います。次年度ＳＡＡ・親睦活動

委員会の皆様ご協力をお願いします 

■本日の卓話

「 三役退任挨拶 」 

会 長  稲山 雄一 

副会長  岩楯 信一 

幹 事  森  清正 

Weekly Report 

Ｉ Ｍ Ａ Ｇ Ｉ Ｎ  Ｒ Ｏ Ｔ Ａ Ｒ Ｙ  
国際ロータリー会長  ジェニファー  E．ジョーンズ 

友達を増やそう 
Let’s Make More Friends 
東京江戸川ロータリークラブ   会長  山 本 昌 之

国際ロータリー第２５８０地区

東京江戸川ロータリークラブ 
R O T A R Y  C L U B  O F  T O K Y O  E D O G A W A

Ｖｏｌ.５９ №１ 第２６０９回 ２０２２年７月４日 

撮影：会長 山本昌之 



                                 

 

 

 

 

 

 

 

会長 山本昌之 
 

このたび、歴史と伝統ある

クラブの会長に就任するこ

ととなりました山本昌之で

す。 

昨年、一昨年はコロナ禍で

ロータリーの活動も大きく制限されていまし

たが、ようやく、コロナとうまく付き合いな

がら通常の活動に戻りつつある中での就任と

なり、私に与えられた役割をどこまで遂行で

きるか、多少不安なところはありますが、で

きる限りのことを工夫しながら自らの言葉と

行動で、メンバーの意欲を引き出し、友情を

育むことができるよう熱意を持って進めてい

きたいと考えております。 

 

さて、ジェニファー・ジョーンズ国際ロータ

リー会長は「イマジン  ロータリー」をテー

マとして発表しました。会員の積極的な参加

を促すためには「適応と改革」が必要と述べ

られており、参加型の奉仕を提供することで、

会員の快適を満たし、会員維持につながると

されています。 

当クラブも伝統を維持しつつ、改革をしてい

くことは急務であります。私は「友達を増や

そう」を会長テーマとしました。これは、既

存の会員同士の結びつきを維持しながら新し

い会員を多く迎え入れクラブの活性化を進め

ていきたいという願いからです。例会や親睦

活動などの行事に出席して楽しむことにより

友情と信頼が芽生え、会員同士の結び付きは

強いものへと変化します。そのための工夫と

して、参加して楽しい例会づくり、仲間を大

切にするコミュニケーション、さらにロータ

リークラブの活動をより知ってもらうための

情報発信に力を入れてまいります。 

 

私の次の年度には、創立 60 周年という記念

すべき年を迎えます。クラブと会員のために、

微力ではありますが精一杯の力を考え尽くし

ていく所存ですので、皆様のご支援とご協力

を心からお願い申し上げご挨拶といたします。 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
副会長 田中吉嗣 
 

この度、歴史と伝統ある東

京江戸川ロータリークラブ

の副会長を務める事になり、

その重責を実感しておりま

す。山本昌之会長のテーマ「友達をふやそう」

に従い、クラブ奉仕部門の各委員長の皆様と

共に山本昌之会長、小林幹事のクラブ運営を

補佐し、務めて参りますので、皆様の温かい

ご指導とご協力を宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

幹事 小林 司 
 

この度、伝統ある東京江戸

川ロータリークラブの幹事

を務めさせていただくこと

になり、その重責に身が引

き締まる思いでおります。 

一方、今年度の山本昌之会長のテーマは

「Let’s Make More Friends」（友達を増やそ

う）であり、新しい仲間との出会いを思うと

ワクワクします。山本昌之会長、田中吉嗣副

会長を補佐して、会員のみなさまと新しい仲

間との出会いのお手伝いができれば、これほ

どうれしいことはありません。このような機

会を与えてくださった山本昌之会長にはとて

も感謝しております。みなさまのご期待に添

えますよう、無事に次期の幹事にバトンがつ

なげるように努力してまいる所存です。何卒、

ご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い

いたします。 

 

就任のご挨拶 



                                 
 

 

 

 

稲山君…帰国までの間ご迷惑をお掛けしま

したが皆様には感謝しかありません。一年

間本当にありがとうございました 

岩楯君…稲山会長･森幹事､一年間誠にあり

がとうございます 

森君…会員の皆様､一年間お世話になりまし

た｡これからもご指導宜しくお願い致しま

す 

小黒君…馬目さんRAC例会は大変お世話にな

りました｡ありがとうございました /稲山

会長､帰国おめでとうございます。空白の

２週間のお話､今度聞かせて下さい 

馬目君…山本(昌)さん･渡邉さん･小黒さん

RAC例会への参加ありがとうございました

/皆様､今年度大変お世話になりました｡ 

来週は諸用で欠席させて頂きます｡代わりに

RAC会長 鈴木が参加させて頂く予定です 

市川君…稲山さん帰国おめでとうございま

す｡森さん幹事一年間お疲れ様でした｡ 

  大変勉強になった年度でした 

鹿野君…稲山会長お帰りなさい｡長期間本当

に大変だったと思います 

渡邉君…柴田さん写真ありがとうございま

す｡患者さんも診て頂き､大変感謝してい

ました 

野﨑君…稲山さんお帰りなさい 

大野平君…稲山さんお帰りなさい/今年度役

員さんお疲れ様でした/小林さん･市川さ

ん水神様ではお世話になりました/柴田さ

ん写真ありがとうございます 

伊東君…役員の皆様一年間ご苦労様でした/

柴田さん写真ありがとうございます 

川野君…稲山会長･岩楯副会長･森幹事･会員

の皆様､今年度お世話になりました｡あり

がとうございました/柴田さん先日はあり

がとうございました｡又､写真ありがとう

ございます 

小林君…稲山会長お帰りなさい｡無事(?)に

最終例会を向かえられておめでとうござ

います 

久保君…ゴルフ同好会､会員の皆様ありがと

うございました 

多賀君…稲山会長･森幹事･ニコニコ髙橋委

員長､一年間ご苦労様でした 

田中君…稲山会長･岩楯副会長･森幹事､一年

間お世話になりました 

森田君…稲山さんお帰りなさい｡又､一年間

ご苦労様でした 

関口君…最終例会､三役ご苦労様です 

荒井君…会長･副会長･幹事はじめ役員の皆

様､一年間ご苦労様でした｡一年間ガバナー

補佐へのご協力ありがとうございました 

松井君…稲山会長､無事の帰国お喜び申し上

げます｡最終例会に間に合って良かったで

す｡一年間ご苦労様でした｡皆様､次年度も

宜しくお願い致します 

梅田君…稲山会長と役員の皆様､一年間ご苦

労様でした 

岩倉君…稲山会長年度役員の皆様､一年間あ

りがとうございました 

横山君…稲山会長･森幹事､一年間ご苦労様 

飯田君…稲山会長･岩楯副会長･森幹事､一年

間ご苦労様でした/稲山さん思わぬ受難を

しっかり跳ね除けお帰りなさい｡お疲れ様

でした 

岡本君…最終例会ありがとうございました｡

次年度もよろしく 

伊藤君…今まで大変お世話になりました。 

ありがとうございました 

大野(達)君…三役ご苦労様でした｡感謝 

 

--------------------------------------- 

２０２２－２３年度 例会受付当番  
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２ 

年 

７月 中山直幹 伊東兼一 小黒将年 

８月 横山 巖 川野克博 生原丘大 

９月 久保田光信 森 清正 青津彰弘 

10月 梅田 巖 柴田憲男 渡邉静彦 

11月 飯田 弘 大野 平 宇田川聡史 

12月 岩倉弘毅 多賀之雄 野﨑 信 
 
 
 

２ 

０ 

２ 

３ 

年 

１月 宇多重員 荒井知久 馬目圭造 

２月 後関和之 鹿野 收 久米淳美 

３月 増田一美 久保 克 星山 敦 

４月 金子栄一 森田知行 市川 充 

５月 金子正司 松井宣彦 生原丘大 

６月 山本和夫 森 清正 青津彰弘 

 

＊７月お祝い＊ 
 
【誕生日お祝い】小久保君 梅田君 野﨑君 

【奥様誕生日お祝い】久保君 

【結婚記念日お祝い】稲山君 

【出席 100％お祝い】多賀君(14回)  
 

本日合計    114,000 円 

今期累計   2,780,000 円  

ニコニコ 
ボックス 



2022

７

米山月間

平和構築と紛争予防

2023

１

２０２２－２３年度  卓話予定表　
2022.7.4現在

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）

25
会長･副会長･幹事 五大奉仕委員長 生原丘大4

（初例会）
11

（年間活動予定）
18

15 特別休会
(タワーホール休館日)

22
嶋村文男ガバナー

29 オープン例会
公式訪問 斉藤区長

会員増強・新クラブ
結成推進月間 ８ 1

髙橋映治
8 休会

（夏季休暇）ガバナー補佐訪問

19 祝日休会
（敬老の日）

26
全国社会保険労務士会 会長

市川 充 大野　実

ロータリーの友月間
基本的教育と
識字率向上月間

９５ 12
元鹿児島労働局長

覺正寛治

休会
(東分区懇親ゴルフ大会)

24 31
中山直幹 多賀之雄 川野克博10 3 10 祝日休会

（スポーツの日）
17

稲山雄一 山本和夫 宇田川聡史

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 7 14
ロータリー財団

疾病予防と治療月間 12 5 12

21
プログラム委員会

28

19 26
（上半期活動実績報告）

渡邉静彦 久米淳美 柴田憲男 五大奉仕委員長

新年初例会
23

職業奉仕
30

プログラム委員会

伊東兼一
職業奉仕月間 2 休会

（正月）
9 祝日休会

（成人の日）
16

20
ＲＡＣとの

27
馬目圭造 交流例会 陳 雯倩

地域社会の経済発展 ２ 6 13 特別休会
(タワーホール休館日)

20 特別休会
(春分の日振替)

27
青津彰弘 梅田 巖

水と衛生月間
世界ﾛｰﾀｰｱｸﾄ週間
(3/13を含む1週間)

３ 6
プログラム委員会

13

10 休会
（4月5日振替）

17
プログラム委員会

24
プログラム委員会

母子の健康月間 ４ 3 5
江戸川６クラブ

岩倉弘毅 合同例会

ローターアクト
29

イニシェーション

大野 平 鈴木悠菜 スピーチ
青少年奉仕月間 ５ 1 特別休会

(憲法記念日振替)
8

野﨑 信

ロータリー親睦活動月間 ６ 5 12
プログラム委員会

15 22

19
（年間活動実績報告）

26
（ 最終例会）

小黒将年 五大奉仕委員長 会長･副会長･幹事


