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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 】 

   「それでこそロータリー」「四つのテスト」 

【 来客紹介 】 

    ◎ビジター2名 

       三 浦 亮 一  様（東京東江戸川ＲＣ） 

       渡辺 恵太郎 様（東京江戸川中央ＲＣ） 

【 出席状況報告 】 

     50 名中         44 名出席       出席率 88.00％ 

【 12 月 7 日訂正出席率 】……………… 100％ 

【 会長報告 】 

    ●12/19(土)忘年家族会のお礼 

    ●半期終了のお礼と報告 

【 幹事報告 】 

    ●1 月のロータリーレート 1＄＝90円です 

    ●来年 1月の新年初例会は 1/18(月)です 

    ●北分区 東京荒川ＲＣ40周年記念誌の紹介 

【 委員会報告 】 

    ●社会奉仕委員会(荒井委員長)…1/19(土) 

      “小松川千本桜を愛する会”の清掃活動へ 

       の参加報告 

    ●Ｒ財団委員会(白子委員長)…Ｒ財団寄付「あな 

       たも毎年 100 ドルを」の報告とお礼 

【 本日の卓話 】 

   「四大奉仕委員会 上半期実績報告 」 

      

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  

≪ 本日の卓話 ≫（1月 18 日） 
 
 
 

「 新春初笑い 」 
 

落語家   古今亭 駿菊 師匠 
 

（紹介者：当クラブ会員  松井宣彦 君） 

次回の卓話 ≫（1月 25 日）
      

「 これからの政治課題 」 
 

当クラブ会員   宇田川 芳雄 君 
 

 

□■□■□   第 2128回（ 2009.12.21 ）例会報告   □■□■□ 

写真：江戸川区 葛西臨海公園



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

                   明けましておめでとうございます。 

                   さて、年男の挨拶ということですが、それに代え まして抱負を書きたいと思います。

                   今年の抱負は唐突ですが寅年にちなんでタイガーマスクに挑戦することです。愛する

                   もの、守るべきもののために最後までリングに勝ち残って立っていること。そしてま

                   た、他人や反則に頼らず自分自身で正義を貫いた勝ちかたにこだわり、「虎の穴」に

                   敢然と立ち向かい最後まで戦い続けたタイガーマスクになりたいと思います。勿論、

                   そのためには仕事のプロ度を上げると共に信念を揺ぎ無くするように学び、感性を磨

                   いていく努力をしなければなりません。 

                   是非とも皆さまのご指導とご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。 

                   最後になりましたが本年が皆さまにとって幸多い年となること、そして益々のご健勝

                   とご健康を心よりお祈り申し上げます。 

 小川雅之 君 

（Ｓ ３７．８．１６ 生） 

                   新年あけましておめでとうございます。 

                   政権交代から早１００日余りすぎた。景気の先行きは相変わらず不透明だが、若干明

                   るい兆しもみえてきた。数日前の日経新聞の社長１００人のアンケート調査によれば、

                   半数の経営者が今年の後半には景気は改善してくると予測している。 

                   話は大きくなってしまったが、わが病院の昨年度の業績は前年対比でみると、堅調に

                   推移したと思う。この不況の時代だから、強気な攻めよりも足下を見つめ、効率化、

                   合理化を追求することが賢明だ。今考えると、バブルの時代から眼科一筋に専門特化

                   したことが功を奏したと考えている。 

                   今年もおごることなく専門（白内障手術）を中心に網膜硝子体（糖尿病）、緑内障手

                   術の三本柱をより充実していきたいと考えている。 

                   今年は江戸川ロータリーはもとより全業界、全業種の景気の回復を願いたい。 

                   会員の皆様全員の明るい笑顔のロータリーであってほしいと強く願う年頭である。 

 宇多重員 君 

（Ｓ １３．１１．1 生） 

                   明けましておめでとう御座います。 

                   今年は年男ですが、ついに還暦を迎えます。最近の私を振り返って見ますと、先輩よ

                   り「あまり多くをやり過ぎると、後を任された後輩の人達がやりにくくなるので、 

                   程々が好ましい。」と言われたりして、自分が会社を引退した第二の人生をよく考え

                   ていますが、昨年の後半から始まった、NHK で司馬遼太郎の「坂の上の雲」見てい

                   ますと、小さな国が欧米の烈強国に飲み込まれないように皆必死になって生きている。

                   明日への希望を持ち、天の雲を目指し坂を上って行くと言う姿に感動して観ています。

                   今の日本の閉塞感は、若者に夢を与えられない事ではないか。当社の社員の平均年齢

                   は 30 代ですが、果たして若い彼らに働く夢を与えているかと言う疑問になりました。

                   60 歳の還暦を契機に、夢を与えられる環境を造って行こうと思っています。 

   山本和夫 君 

（Ｓ ２５．１２．３０ 生） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

◆ 国際ロータリーとゲイツ財団が協同でポリオ撲滅に２億ドルを投入 ◆ 

ゲイツ財団から 1 億ドルの補助金を受領したロータリー財団は、今後 3 年間にこれと同額の資金を

調達するための募金活動を行っていくことになります。ロータリーは、世界ポリオ撲滅推進計画（GPEI）

における予防接種活動を直接支援するために、今後 1 年以内に、最初の 1 億ドルを投入していく予

定です。世界ポリオ撲滅推進計画とは、世界保健機関(WHO)、国際ロータリー、米国疾病予防管理

センター (CDC)、ユニセフが協同して主導する活動です。今回のポリオ撲滅への補助金は、ゲイツ

財団が今までに提供した補助金のチャンレジ(訳注：資金を提供する条件として、相手側からもそれ

と同額又は一定額の寄付を求める補助金)の中で最大のものであり、また、創設以来 102 年の歴史

においてロータリーが受領した最も高額な補助金でもあります。1985 年以来、ポリオの撲滅はロー

タリーの最優先項目とされてきました。それ以来、ロータリーはこの撲滅活動に 6 億 3,300 万ドル

を寄付してきました。最初の 1 億ドルの大半は、ポリオ感染国での大規模な予防接種活動、ポリオ

ウィルスの監視活動、地域社会での教育と広報活動の支援に充てられます。この補助金はまた、ポ

リオウィルス拡大阻止のための研究支援にも充てられる予定です。ロータリーはこの資金を、WHO

とユニセフへの補助金を通じて支給します。 
 

（ロータリージャパンホームページ「ロータリーニュース」より）

１２月１９日（土）午前９時より小松川千

本桜を愛する会主催の「清掃活動及び施肥

（樹木に肥料を与える）」に参加して来ま

した。参加者は、久保田小松川千本桜を愛

する会当クラブ代表・中山職業分類委員

長・高田インターアクト委員長・田中親睦

活動委員長・山本会報委員長・野村證券小

岩支店の２名の社員さんと私を含め計８名

で参加して来ました。 

当日は、ここ何日かの寒さの厳しい日が続

いたこともあり、快晴でしたが集合時間で

はまだまだ寒さが厳しかったと思います。

清掃活動や施肥活動を行う頃には体も温か

くなり心地よい日になったと思います。 

私自身も今回初めて参加させて頂きました

が、当クラブの桜ということもあり、愛着

がわき今後の生長を見守っていきたいと思

います。 

最後になりますが、参加者の皆さんありが

とうございました。 

（荒井社会奉仕委員長 記）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

→ 新年のご挨拶 次ページへ続く →→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

会長 松井 宣彦 
 

新年明けましておめでとうございます。 

平成 22 年の幕開けを、皆様健やかにお迎え

の事とお慶び申し上げます。 

平成 21 年の上半期は 7 月 6 日の初例会に始

まり、27日に創立46周年記念夜間例会開催。

7～8 月のクラブ協議会を経て 9 月 7 日の多

田ガバナー公式訪問へと続きました。更に 9

月にソウルにて開催の日韓親善会議、10 月

の東分区懇親ゴルフ大会。更に、日月潭に於

ける日台親善会議と姉妹クラブの台北東 RC

訪問。また 23 日には、東江戸川 RC のホス

トによる東分区 IM 参加と忙しく時が過ぎま

した。11 月は 4 回に分かれて行った家庭集

会。12 月に入るとクラブ年次総会、忘年家

族会と大きな行事が目白押しでした。毎月、

薄氷を踏む思いで努めて参りましたが、幸い

に各委員会の委員長以下会員の皆様方に助

けられて、どうにか大過なく此処までやって

来られました。此の上半期に特筆すべきこと

は二点有ると思います、第一は、会員の皆様

と会員資格関連の各委員会・委員長の働きで

退会者が出なかった事と新入会員が２名増え

たことです。また、会員と出席委員会の努力

で出席 100％の維持、継続をしていることで

す。これは期首に、多田ガバナーの言葉とし

て「無理な増員より退会者の防止が大切であ

る」とお伝えしましたが、当クラブはしっか

り実行出来ていると思います。 

後期の予定は比較的余裕が有るとはいえ、

2 月 16～17 の二日間に亘る地区大会参加、

3 月後半に姉妹クラブ、セ・ソウル RC 訪問。

4 月には当クラブが当番として開催の RE-5

合同ゴルフコンペ、又、2 月の当クラブゴル

フコンペに続く 6 月の第 5 回ゴルフコンペ

及び会長賞取切戦。更に、5 月には新入会員

歓迎旅行、6 月のカナダ・モントリオール国

際大会参加と盛り沢山な行事が控えていま

す。 そして年明けより、当クラブの上野元

会長が次年度の第2580地区ガバナーとして

実質的に動き出す年です。今期執行部と金子

次年度会長との意思の疎通と協力体制によ

り、しっかりと上野ガバナーエレクトへ応援

体制をとってゆきたいと思います。 

 

       

副会長 宇田川 芳雄 
 

もどうぞ宜しくお願い致します。 

今年度は副会長の役職を頂きましたが、病

魔に襲われ、充分にお役に立つことが出来

ず、松井会長、武田副会長、小川幹事にすっ

かりお世話になり申し訳なく存じておりま

す。会員の皆様にも深くお詫びを申し上げ

ます。ロータリー活動に政治を持込むこと

は出来ませんが、半世紀以上その世界の中

で過ごしてきた私としては、政治を度外視

した思考や行動を受け入れることはむしろ

困難です。どうしても政治の動きを横目で

見ながら情況を判断してしまいます。日本

は今、非常に難しい社会の中にあります。

多くの国民の判断が果たして正しいのかど

うかということです。しかしどのような結

果になろうとも、自分たちの責任です。そ

れを乗り越える努力が必要です。今年はそ

んな年になるだろうと思います。だからこ

そロータリークラブでお互いに友情を大切

にし、切磋琢磨していきたいものと思いま

す。病院を退院してからリハビリに専念し

て参りましたが、発病して一年を過ぎてど

うやら自分を取り戻しつつあります。もう

少し頑張れば、と思っております。宜しく

お願い申し上げます。 
 

高橋(昭)君       山下(茂)君       稲山君 

≪ １月の受付当番 ≫ 
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松井君…今日を以って半期終了となります。無

難にて本日を迎えられました事を厚く御礼申

し上げます。来年も宜しくお願いします 

森田君…今日で半期終了致しました。来期も宜

しくお願い致します 

高田君…メンバーの皆様 この一年大変お世話に

なりました。来年度も宜しくお願い致します 

荒井君…小松川千本桜を愛する会清掃活動に参

加の皆さん、お世話になりました 

松井君…12/19(土)の忘年家族会には多勢の皆

様の御参加を頂き賑やかな楽しい会を開催す

る事が出来ました。皆様、本当にありがとう

ございました 

武田君…忘年家族会に多くの会員・ご家族にご

参加頂きありがとうございました。又、お手

伝いを頂いた SAA・親睦活動委員会の皆様、

重ねてありがとうございます。今年も前半終

ります。来年も宜しくお願いします 

小川(益)君…忘年家族会では、親睦活動・SAA

委員会・副幹事の皆様、長い期間の準備、当

日と本当にご協力ありがとうございました 

田中(伴)君…副幹事・SAA・親睦活動委員の皆

さん、忘年家族会では頑張って頂き本当にあ

りがとうございました。また会員の皆様、ご

協力頂きありがとうございました 

飯田君…忘年家族会では皆様のご協力を頂き誠

にありがとうございました 

荒井君…忘年家族会では皆さんご苦労様でした 

髙橋(盛)君…忘年家族会では、松井会長・小川

幹事・並びに田中親睦活動委員長ご苦労様で

した 

多賀君…忘年家族会、田中(伴)親睦活動委員長

ご苦労様でした。山本(昌)さん、孫の件で大変

ご迷惑をお掛け致しました 

西川君…忘年家族会では、親睦活動・SAA の皆

さんご苦労様でした。又ありがとうございま

した。松井会長にはすばらしい賞品を頂き、

ありがとうございました 

山本(和)君…楽しい忘年家族会でした。親睦活

動委員長の田中(伴)さん、ご苦労様でした 

池田君…忘年家族会、孫たち大喜びでした。あ

りがとうございました 

上野君…忘年家族会では、家族を大変喜ばせて

頂きありがとうございました 

岡本君…我が家の宝物達が大変お世話になりま

した。「楽しかったねぇ」と言っておりまし

た 

大野君…忘年家族会お世話様でした。皆さん良

い年をお迎え下さい 

久保田君…忘年家族会楽しませて頂きました。

ありがとうございました。来年も会員各位に

とって、良い年でありますようにお祈り申し

上げます 

横山君…忘年家族会、孫たちも大喜びでした。

委員の皆様ありがとう。皆さん良いお年をお

迎え下さい 

岩倉君…楽しい忘年家族会をありがとうござい

ました 

宇田川君…忘年家族会、楽しく過ごさせて頂き

ました 

森君…土曜日の忘年家族会、大変楽しく過ごせ

ました。ありがとうございます 

白子君、須賀君、中山君、増田君、山本(昌)君

…忘年家族会、楽しかったです 

石上君、市川君、梅田君、宇多君、金子(正)君、

佐久間君、関口君、田中(吉)君…忘年家族会で

は、皆様に大変お世話になりました 
 

本日合計   110,000 円
今期累計 1,533,549 円


