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[本日の卓話] ７月６日 
 
 
 
２０１５～２０１６年度 初例会  

 
 

三役就任挨拶  

 
 

 

[次回の卓話] ７月１３日          
「 五大奉仕委員長 年間活動予定 」 

 
クラブ奉仕委員長    森田知行  
職業奉仕委員長     多賀之雄  
社会奉仕委員長     山本昌之  
国際奉仕委員長     関口眞司  
青少年奉仕委員長    久保   克   

・・・・・・・・・・・・・ 第２３５６回  ２０１５年６月２９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 

○ご来賓 1名 

長 田 祐 之 様（ 次年度東京東ＲＣ会長 ） 

○ゲスト 1名 

大 澤 文 誉 様（ 大澤会員ゲスト ） 

○ビジター2名 

山 田 晃 久 様（ 東京臨海ＲＣ会長 ） 

須 賀 精 二 様（ 東京東江戸川ＲＣ ） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 

  52名中 44名出席 出席率 93.62％(6/15…100％) 

■会長報告 

○訃報 稲山会員 御尊父ご逝去のお知らせ。お通夜

7/2(木)18 時～、告別式 7/3(金)10 時～11 時    

平安祭典 葛西会館  
 
○東京東ＲＣ 次年度  

長田会長 よりご挨拶 
 

○東京臨海ＲＣ  

山田会長 よりご挨拶  

○6/24(水)「地区納めの会」がホテルメトロポリタ

ンで開催され、当クラブからは 上野 PG・後関副会

長・西川幹事・須賀次年度会長が出席しました 
 

■幹事報告 

○７月のロータリーレートは、１ドル１２４円です 
 

■委員会報告 

○次年度田中幹事…①次年度 SAA・親睦活動委員へ、

稲山会員 御尊父 葬儀手伝いのお願い ②次週 

7/6(月)の 2015-16年度初例会は、新旧引継ぎ行事

の為、通常より 5分繰り上げ 12時 25分より開始

しますので、宜しくお願い致します ③クラブ活動

方針・実施計画の訂正は、6/末までに事務局へ   

お知らせ願います 

○ＷＣＳ委員会(森田委員長)…ネパール地震災害義

捐金  送金報告。当地区より  6/25 付にて

6,116,962 円を国際ロータリー第 3292 地区(ネパ

ール)へ送金しました 

→ ４ページへ続く 

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 



                                

 

 

 

 

 

 

会長  須賀雅文 

 

 

このたび東京江戸川ロータリークラブ第

五十二代会長を仰せつかりました須賀で

ございます。 

私の今年度の会長テーマとして 

『 ロータリーと出合いそして向上 』 

というテーマを掲げました。 

私はロータリーの四つのテスト 

言行はこれに照らしてから 

１、真実かどうか  

２、みんなに公平か  

３、好意と友情を深めるか  

４、みんなのためになるかどうか 

が好きです。 

ポールハリスが「嵐が荒れ狂ってもロータ

リーは立っています。何故でしょうか？ 

どのようにして？なぜなら恐れや抗争や

猜疑心を土台とせず、友情、寛容、人の役

に立つことという永遠不滅の岩を土台に

しているからです」この言葉に大変勇気付

けられました。 

今年度は、ロータリーの基本精神である 

四つのテスト 言行はこれに照らしてから 

を、もう一度会員の皆様方と共に考え行動

して行く一年にしたいと思っております。 

会員の皆様方のお力添え、ご協力を賜りま

すようお願い申し上げまして、就任のご挨

拶とさせて頂きます。

 

 

 

 

 

 

副会長  森田知行 

 

 

このたび、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、身の引

き締まる思いです。 

ロータリーの網領・四つのテストを基本に、

須賀会長のテーマ「ロータリーと出会い、

そして向上」を目標に、活動・実践すべく、

経験豊富で実行力のある奉仕部門の各 

委員長の皆様と共に、親睦を深めながら、

会長を補佐し、努めて参りますので、一年

間 宜しくお願い致します。 

 
・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・ 
 

 

２ 

０ 

１ 

５ 

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 西川昭雄 小林  司 

10 月 保土田守彦 武田英彦 山本昌之 

11 月 佐久間道夫 中山直幹 岩崎高章 

12 月 増田一美 山本和夫 岩倉弘毅 

 

２ 

０ 

１ 

６ 

年 

１月 岡本紀雄 金子正司 多賀之雄 

２月 岩楯信一 ＳＡＡ委員会 木本龍道 

３月 金子栄一 山下  茂 大野  平 

４月 石上則雄 飯田  弘 久保  克 

５月 松井宣彦 田中吉嗣 川島雄二 

６月 久保田光信 横山  巖 菅谷政樹 

 

2015～2016 年度 
会長就任挨拶  

2015～2016 年度 
副会長就任挨拶  



                                

 

 

 

 

 

 

幹事  田中伴司 

 

 

この度、伝統ある東京江戸川ロータリーク

ラブの第 52 代幹事を務めさせていただく

ことになりました田中伴司です。 

幹事は「クラブを効果的に運営すべく努め

る執行者」との立場と聞いております。 

会員一人ひとりのお考え、そして皆様の 

総意としての意思決定機関である理事会、

それぞれを踏まえてクラブ運営の要とな

るよう努力して行きたい所存であります。 

また、寛容の精神を持って親睦を執行する

こと、クラブカラーを伝承することも幹事

の責務と聞いております。 

幹事として課せられた役割、様々な重責に

身の引き締まる思いでございます。 

まだまだ経験不足ではございますが、一所

懸命努力してまいりたいと思いますので、

どうぞ一年間、皆様のご協力とご指導  

ご鞭撻の程をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
■誕生日お祝い 
小久保君  佐久間君   

梅田君  西川君  芦﨑君 
 

■奥様誕生日お祝い 
久保君  川島君 
 

■結婚記念日お祝い 
稲山君  
 

■例会出席 100％お祝い 
多賀君(7 回)  川島君(1 回) 

  

７月･８月の例会予定 
 

 

７月 ６日(月)→2015-16 年度 初例会 

・理事役員会 

１３日(月)→通常例会 

・バーリンゲイムＲＣ 

交換留学生打合せ会 

２７日(月)→通常例会 

・バーリンゲイムＲＣ 

交換留学生来会(予定) 

・第３回クラブ協議会 

１１：１５～１２：１５ 

「松・桜の間」 

カウンセラー  

羽鳥ガバナー補佐 

８月３日(月)→夜間例会 

創立５２周年記念例会・祝賀会 

１７：３０～ 

１０日(月)→通常例会 

１７日(月)→休会 

タワーホール船堀休館日 

２４日(月)→通常例会 

・クラブ奉仕フォーラム 

１３：４０～ 

「松・桜の間」 

３１日(月)→通常例会 
 

 

 

2015～2016 年度 
幹事就任挨拶  



                                

本日合計     111,000 円 

今期累計   2,959,496 円 

→ １ページ 6/29 例会報告続き 

■委員会報告 

○バーリンゲイムＲＣ委員会(山本(昌)委員

長)…例会終了後、4Ｆ403 会議室にて バー

リンゲイムＲＣ来日学生に関する打合せ会

を開催しますので、関係各位のご出席を  

お願い致します 

○社会奉仕委員会 (森委員長 )…ロータリー 

希望の風奨学金への寄付を頂きありがとう

ございました。総額 334,000 円が集まり、

送金させて頂きました 

■本日の卓話 

「 三役退任挨拶 」   

 

 

 

 

 

 
 
東京東ＲＣ長田様…次年度  東京東ＲＣの  

会長を務めます。一年間宜しくお願い致し

ます 

東京臨海ＲＣ山田様…一年間お世話になりま

した。山本会長 お疲れ様でした 

東京東江戸川ＲＣ須賀様…お世話になります 

山本(和)君、後関君、西川君…一年間 皆様  

ご協力ありがとうございました 

大澤君…会長・幹事・理事役員・委員長皆様 

ご苦労様 

上野君、保土田君、岡本君、久保田君、飯田

君、岩倉君、梅田君、後関君、山下君、金

子(正)君、中山君、須賀君、武田君、荒井

君、森田君、田中(吉)君、柴田君、川野君、

大野(平)君…会長・副会長・幹事・理事役

員の皆様、お疲れ様でした。一年間大変お

世話になりありがとうございました 

松井君…山本会長・西川幹事、一年間ご苦労

様でした。来週からは気楽に例会を楽しん

で下さい 

柴田君、川野君…次年度 宜しくお願い致します 

佐久間君、横山君、西川君…新入会員歓迎会

屋形船 楽しかったです 

川島君、岩崎君、大野(平)君…新入会員歓迎

会ありがとうございました。これからも宜

しくお願い致します 

伊東君…新入会員歓迎会に欠席し ご心配を

お掛けし申し訳ありませんでした 

小林君…新入会員歓迎会では大変ご迷惑をお

掛けしました 

増田君…バーリンゲイムの一行 歓迎致します 

山本(昌)君…次年度もバーリンゲイムへのご

協力お願いします 

多賀君…横山さん 手続要覧ありがとうござ

いました。又々プレッシャーがかかります 

森君…山本(昌)さん 大変お世話になりました 

伊東君…柴田さん 先週は大変お世話になり

ありがとうございました 

川島君…リズム感に課題がありますが、次年

度ソングリーダーを務めますので宜しく

お願い致します 

荒井君…小林ニコニコ委員長 一年間頑張り

ました 

西川君、田中(伴)君、久保君、岩楯君、柴田

君、芦﨑君…小林ニコニコ委員長 一年間

お疲れ様でした 

大野(平)君…小林さん ニコニコ目標達成 お

めでとうございます 

小林君、大野(達)君…ニコニコ BOX 一年間御

協力頂きありがとうございました 

小林君…大野達郎ニコニコ副委員長 一年間

大変お世話になりました。             

川野さん 写真ありがとうございました 

 

日    時 ： 2015 年 6 月 30 日(火) 

議決方法 ： 書面決議 

＜協議事項＞ 

１. 双葉町立小・中学校への備品支援

の支払資金（997,272 円）を特別会

計の特定資産に計上する件 

… 承認 

山本(和)、後関、須賀、西川、飯田、 

岩倉、金子(栄)、宇田川、田中(伴)、 

菅谷、森、高田、 
 

 



2015年7月1日現在

会 長 須賀  雅文 理 事 (クラブ奉仕) 森田  知行

会 長 エ レ ク ト 荒井  知久 理 事 ( 職 業 奉 仕 ) 多賀  之雄

副 会 長 森田  知行 理 事 ( 社 会 奉 仕 ) 山本  昌之

幹 事 田中  伴司 理 事 ( 国 際 奉 仕 ) 関口  眞司

会 計 小林    司 理 事 (青少年奉仕) 久保    克

理 事 武田  英彦

会 場 監 督 柴田  憲男 理 事 横山    巖

直 前 会 長 山本  和夫

(理事会メンバーには議決権がある)

副 幹 事 芦﨑  哲雄 会 計 監 査 久保田光信

副 幹 事 木本  龍道 会 計 監 査 稲山  雄一

ソングリーダー 川島  雄二

副ソングリーダー 川野  克博

委員会 委員長 副委員長

◎クラブ奉仕 森田  知行 田中  吉嗣

（例会関連）

会場監督 柴田  憲男 菅谷  政樹 稲山    森    木本    川島        

出席 伊東  兼一 大野　達郎 石上    梅田

親睦活動 田中  吉嗣 川野  克博 岩楯    久保    小林    大野(平)    岩崎

ニコニコ 芦﨑  哲雄 川野  克博 大野(達)    岡本    金子(正)

プログラム 後関　和之 西川  昭雄 佐久間    高田

（会員資格関連）

職業分類 西川  昭雄 森田  知行 荒井　（三人委員会）

会員増強 飯田    弘 宇田川芳雄 大澤    佐久間    上野    

会員選考 宇田川芳雄 中山　直幹 武田　（三人委員会）

（情報関連）

ロータリー情報 山本  和夫 宇田川芳雄 中山　（三人委員会）

広報・雑誌・ＩＴ 山本  昌之 伊東  兼一 松井    稲山    

会報 山本  昌之 伊東  兼一 松井    稲山    

クラブ基金 金子  栄一 武田  英彦 中山　（三人委員会）

（姉妹クラブ）

いわき勿来 岡本  紀雄 関口　眞司 横山    森田

◎職業奉仕 多賀  之雄 武田  英彦 増田    石上

◎社会奉仕 山本  昌之 宇多  重員 大澤    久米    増田    岩楯

環境保全 保土田守彦 岡本  紀雄 石上    金子(正)    

◎国際奉仕 関口  眞司 多賀  之雄 小林    川野    

世界社会奉仕 岩楯  信一 松井  宣彦 市川    岩倉    

ロータリー財団 武田  英彦 山本  和夫 保土田    飯田

米山奨学 中山  直幹 横山    巖 小久保    長尾    市川    

（姉妹クラブ）

台北東 山本  和夫 松井  宣彦 梅田    多賀

セ・ソウル 山下    茂 荒井  知久 岩倉    後関    

バーリンゲイム 稲山　雄一 中山　直幹 荒井    山本(昌)    

◎青少年奉仕 久保    克 田中  吉嗣 上野    関口    

インターアクト 森    清正 中山　直幹 久保田    柴田    

ローターアクト 川野  克博 菅谷  政樹 増田    川島    岩崎

青少年交換 西川  昭雄 菅谷  政樹 小林    木本    

健康管理 岩倉  弘毅 宇多  重員 久米    柴田

ゴルフ同好会 菅谷  政樹 森    清正 梅田    宇多    多賀    芦﨑        

釣り同好会 後関　和之 山本  和夫 岩楯    

地区研修ﾘ-ﾀﾞｰ、地区法務担当、地区指名委員会 委員、地区諮問委員会 委員、地区危機管理委員会 委員　／上野　操

地区ローターアクト委員会 委員　／ 増田  一美
地区日韓友好特別(オンツーソウル)委員会 委員　／　山本  和夫

委　　　員

理 事役 員
理事会メンバー



2015

７

米山月間

経済と地域社会の発展月間

2016

１
平和と紛争予防／

紛争解決月間

20
（年間活動実績報告）

27
（ 最終例会） 姉妹クラブはどこか1クラ

ブでも可４委員会 久保田光信 五大奉仕委員長 会長.副会長.幹事
ロータリー親睦活動月間 ６ 6

姉妹クラブ
13

16 23 30
菅谷正樹 小林　司 梅田　巌

青少年奉仕月間 ５ 2 特別休会 9
青少年奉仕

久保　克

18 25
岩倉弘毅 山下　茂 荒井知久 西川昭雄

母子の健康月間 ４ 4
健康管理

11

21 祝日休会
（春分の日）

28
川野克博 松井宜彦 宇多重員

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 7
ローターアクト

14

特別休会
（タワーホール休館日）

22 29
関口真司 山本和夫 宇田川芳雄 岩崎高章

２ 1
国際奉仕

8
ロータリー情報

15

新年初例会
18

職業奉仕
25

1/12(火)夜間例会 （ 夜間 ） 多賀之雄 岡本紀雄
職業奉仕月間 4

（ 振替 ）
11 祝日休会

（成人の日）
12

21
（上半期活動実績報告）

28 特別休会 会場監督は月間の意義も考
え他の話でも可柴田憲男 増田一美 五大奉仕委員長

疾病予防と治療月間 12 7
会場監督

14

16
社会奉仕

23 祝日休会
（勤労感謝の日）

30
山本昌之 川島雄二

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 2
ロータリー財団

9
インターアクト

武田英彦 森清正

環境保全
26

新入会員挨拶

中山直幹 保土田守彦 　
10 5

米山奨学
12 祝日休会

（体育の日）
19

21 祝日休会
（敬老の日）

28
親睦活動

公式訪問 岩楯信一 田中吉嗣

ロータリーの友月間
基本的教育と

識字率向上月間
９ 7 鈴木喬ガバナー 14

世界社会奉仕

17 特別休会
（タワーホール休館日）

24
各種同好会報告

31
クラブ奉仕

3同好会 森田知行

会員増強および
拡大月間 ８ 3

創立記念例会
10

会員増強

（ 夜間 ） 飯田弘

祝日休会
（海の日）

27
会長.副会長.幹事 五大奉仕委員長 稲山雄一

6
（初例会）

13
（年間活動予定）

20

２０１５－１６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


