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【 点 鐘 】 

ロータリーソング 】 我等の生業 」 

                                ………………………「 故郷 」 

【 来客紹介 】 

     

 

【 点鐘・ロータリーソング 】 

    「日も風も星も」「四つのテスト」 

【 来客紹介 】 

    ◎ゲスト 1名 

       杉 山 靖 子 様（梅田会員ゲスト） 

【 出席状況報告 】 

     50 名中         45 名出席       出席率 90.00％ 

【 6 月 15 日訂正出席率 】……………… 100％ 

【 会長報告 】 

    ●江北ＲＣより 45周年記念誌を頂いてお礼 

       状が届いております 

    ●世界大会に参加された会員の皆様、無事の 

       帰国おめでとうございます 

【 幹事報告 】 

    ●7月のロータリーレートは1＄＝98円です 

    ●英文版「rotarian」が届いております 

【 委員会報告 】 

    ●国際奉仕委員会(山本(和)委員長)…世界大 

       会の参加報告。岡本会員・岩倉会員より参 

       加の感想 

    ●親睦活動委員会(次年度田中(伴)委員長)…本日 

       例会修了後、ＳＡＡ・親睦活動委員会の引継 

       ぎ打合せ会を行います。又本日夜、次年度Ｓ 

       ＡＡ・親睦活動委員合同打合せ会を行います 

    ●インターアクト委員会(次年度高田委員長)… 

       ＩＡＣ年次大会(沖縄)への参加依頼と現状迄の 

       参加者発表 

    ●大澤会員より、チャーターメンバーを代表し 

       て山下年度を終えての感想

【 本日の卓話 】 

   「 最終例会 三役退任挨拶 」 

 

 

 

 

             会   長   山下   茂  君 

             副会長   宇多 重員 君 

 
 
 
 
 

≪ 本日の卓話 ≫（７月６日） 
   
「 初例会 三役就任挨拶 」 

 
           会   長     松 井  宣 彦 君 
           副会長     武 田  英 彦 君 
           幹   事     小 川  益 男 君 

≪ 次回の卓話 ≫ （７月１３日）
   
「四大奉仕委員長 年間活動計画 」 
       クラブ奉仕委員長   武田 英彦 君 
       職業奉仕委員長   髙橋 盛雄 君 
       社会奉仕委員長   荒井 知久 君 
       国際奉仕委員長   関口 眞司 君 

□■□■□   第 2108回（ 2009.6.30 ）例会報告   □■□■□ 

写真：江戸川区 葛西臨海公園

池田君     後関君     天野君 
≪ ７月の受付当番 ≫



 

   
  2009-10 年度、東京江戸川ロータリークラブの会長として就任するに当たり、 
身の縮む思いでおりますがその歴史と伝統の重さに潰されることなく、会員の 
皆様と共にロータリーライフを楽しんで行ける一年にしたいと願っております。 
  さて今期、ジョン・ケニーRI 会長は「ロータリーの未来は あなたの手の中 
に」とテーマを掲げました。「ロータリーの未来は RI が決めるものではなく、 
世界中のロータリークラブに依って方向付けられるものです。そしてその未来 
は、一人一人のロータリアンの行動であり決定であります。」更に「各ロータ 
リアンが自らの責務を胸に刻み、其れを実践することによりロータリーの未来 
は明るく開けるでしょう。」と説いています。 
  私は「奉仕を実践し、友達を創ろう」をテーマにいたしました。創立 45 年 
の節目も終わり、次なる 50 周年に向けて一旦原点に戻り大先輩の教え通り身の丈に合った奉仕を
実践しつつ、親睦を旨としたクラブの運営を心掛けてゆきたいと思います。クラブに入会してロー
タリー精神を学び実践するのと同じく、ロータリー活動の中で一人でも多くの友達を創る事が出来
ればクラブの本質の理解と発展に寄与する事と確信しています。 
  次年度は、当クラブから上野ガバナーおよび池田地区幹事が誕生します。数名の副幹事も選任さ
れることでしょう。従って、今期にその体制作りと準備が必要となります。幸いなことに、武田・
宇田川両副会長ならびに小川幹事という有能なスタッフが揃いましたので、ガバナー輩出クラブと
して恥ずかしくないクラブ作りをして行きたいと考えております。然しながら、浅学非才の私を始
めとして全員未経験なるが故に不手際が起こることも有るかと思いますが、そういう時こそ何卒会
員各位の尚一層の温かいご指導とご支援を宜しくお願い申し上げます。 

  
「地域に根ざした活動を」 
 
  私が入会したのは 1970 年 6 月ですから、ロータリー歴 38 年になります。 
仕事柄から例会日に出席が困難でメークアップばかりしていました。その為に、 
責任ある立場でロータリーの役職をつとめることが出来ず、メンバーの皆さん 
に迷惑を掛けるばかりで今日まで過ごしてしまいました。 
  この度、副会長の大役を頂きましたが、あいにく突然の病魔に襲われまして、 
しばらく例会を欠席することになり、果たしてお役に立つかどうか案じており 
ます。会長のご指導を頼りに、会員の皆さんのご協力を頂いて、役目を果たし 
て参りたいと思います。 
  ロータリークラブが、クラブ規定に従って国際的に統一された行動が重要であることは申すまで
もありませんが、100 年たって各国に定着した現在、地域性のある活動が求められると思います。
ご協力をお願いします。 

  
  この度、松井会長の下、歴史と伝統のある東京江戸川ロータリークラブの 
副会長という大役を務めさせて頂くことになり重責を実感しております。 

会長は曲がったことがとても嫌いで、ストレートな性格はでありながら、とて 

も人に対して温かく包容力のある人柄です。私の務めは会長がこの一年を健康 

で過ごせる様気遣って行きたいと考えております。 

又、クラブ奉仕委員長として四大奉仕の一つを任されました。とても気の引 

き締まる思いです。私は我がクラブの先輩から引き継ぎ続けている東京江戸川 

ロータリークラブらしさの伝統を大切にし、会長方針の「奉仕を実践し、友達 

を創ろう！」に沿って、各委員長のサポートをしたいと思います。 

この一年、会員の皆様に暖かいご指導とご協力をお願い申し上げます。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 松井宣彦 

副会長 宇田川芳雄

副会長 武田英彦



 

  

  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頂くこと 

になり大変名誉であると同時に責任の重さを感じているところであります。 

松井会長の指示の下、補佐役として精一杯クラブ運営を円滑にするよう努力す 

る所存です。本年度会長テーマ｢奉仕を実践し、友達を創ろう｣を遂行するため 

に、委員会活動・親睦交流が活発になるよう常に心掛けていきたいと思ってい 

ます。会員の皆様にとって、価値あるロータリーライフを楽しんで頂けるよう 

努めますので、暖かいご指導ご協力を心からお願い申し上げまして幹事就任の 

挨拶とさせて頂きます。 

宜しくお願いいたします。 

 

***１ページより例会報告続き *** 

       
山下(茂)君…全会員の皆様、一年間心よりのご協

力に感謝申し上げます。ありがとうございました 

宇多君…山下会長・中山幹事・髙橋ＳＡＡ委員長・

そして会員の皆様、一年間御協力誠にありがと

うございました 

大澤君…山下会長・中山幹事一年間のサービスに

感謝 

久米君、保土田君、上野君、久保田君、金子(正)

君、髙橋(盛)君、小川(益)君、須賀君、関口君、

西川君、田中(伴)君…山下会長・宇多副会長・

中山幹事、一年間ご苦労様でした 

佐久間君…山下会長、一年間ご苦労様でした 

池田君…山下会長、ご苦労様でした 

福田君…山下会長年度には大変お世話になりあり

がとうございました 

大野君…山下会長・宇多副会長・中山幹事、一年

間大変ご苦労様でした。多賀さん・山本(和)さ

ん、お土産ありがとうございました 

長尾君…山下年度素晴らしい年度でした。ご苦労

様でした 

飯田君…今年度も皆様にお世話になりました。来

期も宜しくお願い致します 

岩倉君…山下会長・執行部の皆さん、一年間あり

がとうございました 

松井君…山下会長・中山幹事、一年間お疲れ様で

した。来月からはご指導を宜しくお願いします 

田中(吉)君…山下会長・宇多副会長・中山幹事及

び本年度理事・役員の皆様ご苦労様でした。又、 

   ゴルフ同好会の皆様お世話になりました。来期

も宜しくお願い致します 
岡本君…世界大会大変よかったです。お世話にな

りました 
市川君…世界大会で、幹事・国際奉仕委員長・そ 

   の他大勢の方にお世話になりました

 

横山君…世界大会参加の皆さんご苦労様でした。

多賀さんお土産ありがとう 

岩倉君…世界大会では同行の皆さんに大変お世話

になりました 

梅田君…世界大会へ出席の皆様ご苦労様でした。

多賀さんお土産ありがとう。ゴルフマナーが良

くなるよう心がけます 

山下(茂)君…世界大会にご参加の皆様無事にお帰

り安心致しました。ご苦労様でした 

宇多君…世界大会へ参加の皆さん大変お疲れ様で

した。参加出来なくて申し訳ありませんでした 

中山君…山本国際奉仕委員長、世界大会参加で大

変お世話になりました 

山本(和)君…世界大会ご参加の皆様、ご協力あり

がとうございました 

荒井君…国際大会参加の皆さん、大変お世話にな

りました 

森田君…世界大会へ出席して参りました。同行の

皆さんありがとうございました 

多賀君…世界大会楽しく参加してきました。山本

国際奉仕委員長ご苦労様でした 

増田君…チャレンジザドリーム無事修了しました。

ご協力ありがとうございます 

岡本君…この一年、ロータリー財団にご協力あり

がとうございました 

白子君…プログラム委員会への皆様のご協力を感

謝致します。大野副委員長大変お世話になりま

した 

梅田君…杉山靖子さん、お忙しい時にようこそお

いで下さいました。どうぞごゆっくりしていっ

て下さい 

金子(栄)君、小川(益)君、田中(伴)君、山本(昌)君

…長尾記念誌委員長、先日は大変お世話になり

ありがとうございました 

武田君…多賀さん、お土産ありがとうございます。

山下年度お疲れ様でした 

荒井君…一年間ニコニコご協力ありがとうござい

ました 

本日合計   100,000 円
今期累計 3,330,000 円

幹事  小川益男 



（1） 理事会メンバー（理事・役員）
会　　　　長 松井 　宣彦 理　   事 （職業奉仕委員長） 髙橋　 盛雄

会長エレクト 金子 　栄一 理　   事 （社会奉仕委員長） 荒井　 知久

副　 会　 長 （クラブ奉仕委員長） 武田 　英彦 理　　 事 （国際奉仕委員長） 関口　 眞司

副   会   長 宇田川 芳雄 理 　  事 石上　 則雄

幹　　　　事 小川　 益男 理　   事 横山　 　巖

会　　　　計 保土田 守彦 理　　 事 久保田 光信

直 前  会 長 山下　 　茂

会 場  監 督 金子 　栄一 （枠内は議決権があるメンバー）

（２） その他の役員
副幹事 稲山　雄一 会計監査 大野　達郎
副幹事 山本　昌之 ソングリーダー 田中　吉嗣
副会計 西川　昭雄

（３） 委員会組織
委員会 副委員長

◎クラブ奉仕

 （例会関連）

　会場監督 須賀　雅文 中山 天野 多賀 山下（佳）

　出席 西川　昭雄 石上 山本（昌）

　親睦活動 飯田　 　弘 大野 田中（吉） 小川(雅) 菅谷

　ニコニコ 田中　吉嗣 長尾 稲山

　プログラム 大野　達郎 久保田 高田

 （会員資格関連）

　職業分類 武田  英彦 　宇多重員（三人委員会）

　会員増強 岩楯  欽市 市川 白子

　会員選考 梅田 　　巖 　飯田　 弘（三人委員会）

 （情報関連）

　ロータリー情報 髙橋  盛雄 　梅田　 巖（三人委員会）

　広報･雑誌・ＩＴ 中山　直幹 増田 天野

　会報 稲山　雄一 池田 高田

　クラブ基金 飯田　 　弘 　梅田　 巖（三人委員会）

　健康管理 福田　 　陽 久米 宇多

　ゴルフ同好会 荒井　知久 金子（正） 関口

◎職業奉仕 後関　和之 宇田川 森田

◎社会奉仕 山本　昌之 大澤 岡本

　環境保全 保土田 守彦 小久保 天野

　青少年奉仕
  （青少年育成兼任）

金子　正司 山本（和） 小川(雅)

　インターアクト 岡本　紀雄 荒井 菅谷

　ローターアクト 増田　一美 金子（栄） 多賀

◎国際奉仕 池田　　 亮 石上 山本（昌）
 （姉妹クラブバーリンゲイム・青少年交換兼任）

　世界社会奉仕 武田　英彦 関口 田中（伴）

　ロータリー財団 佐久間道夫 宇多 山本（和）

　米山奨学会 岩倉　弘毅 高橋(昭) 久保田

 （姉妹クラブ）

　台北東 横山　 　巖 増田 梅田

　セ･ソウル 山下　 　茂 上野 須賀

（４） 地区から指名された地区役員・委員
地区ローターアクト委員長 増田　一美 地区ロータリー財団委員 　　　横山      巖
地区ローターアクト委員 金子　栄一 地区インターアクト委員 　　　高田　信一
地区指名委員 上野　 　操 地区研修委員 　　　池田      亮
地区立法案検討委員 上野　 　操 ガバナーエレクト 　　　上野　 　 操　　
地区危機管理委員 上野　 　操 地区副幹事 　　　池田　    亮　　

地区危機管理委員 増田　一美

金子　栄一

多賀　之雄

梅田　 　巖

高田　信一

須賀　雅文

稲山　雄一

白子　英城

飯田　 　弘

関口　眞司

2009～2010年度　クラブ組織表

委　　　　員

山下　 　茂

池田　 　亮

森田　知行

山本　和夫

委員長

武田　英彦

山本　昌之

岩倉　弘毅

中山　直幹

髙橋　盛雄

荒井　知久

岡本　紀雄

宇多　重員

後関　和之

田中　吉嗣

岩倉　弘毅

西川　昭雄

髙橋　盛雄

田中　伴司
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