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[本日の卓話] ７月４日 
 
 
 
２０１６～２０１７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    関口眞司  
職業奉仕委員長    森  清正  
社会奉仕委員長    稲山雄一  
国際奉仕委員長    田中吉嗣  
青少年奉仕委員長    小林  司   

・・・・・・・・・・・・・ 第２３９８回  ２０１６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 

○ビジター・ゲスト２名 

 池 田 正 孝 様（ 東京江戸川中央 RC ） 

大 澤 文 誉 様（ 大澤会員ゲスト ） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 

  49名中 44名出席 出席率 97.78％(6/13…100％) 

■会長報告 

○6/21(火)ハイアットリージェンシー東京で開催さ

れた「地区納めの会」に、上野 PG・須賀の 2名で

出席致しました 

○今月を以て当クラブを退会される木本会員から、

ご挨拶を頂戴致します 

■幹事報告 

○７月のロータリーレートは、1ドル 106円です 

○本日の週報に誤字がありました。ご訂正をお願い

致します 

■委員会報告 

○荒井会長エレクト…①6/21(火)ハイアットリージ

ェンシー東京で開催された「規定審議会の報告会」

に、上野 PG・荒井の 2名で出席しました。変更点

は大きく 4つあります。入会金を廃止する件・例

会を月 2 回以上とする件・会員資格を拡げる件・

ＲＩ人頭分担金を増額する件です ②次週7/4(月)

の 2016-17 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。

お早目にご出席の程宜しくお願い致します 

○親睦活動委員会 (田中吉嗣委員長 )…明日

6/28(火)18:30～「割烹 いこい」にて新入会員歓

迎会を開催します。ご出席予定者の皆様 宜しくお

願い致します 

○社会奉仕委員会(山本昌之委員長)…熊本地震災害

支援金の件、6/24 付にて 8,347,236 円を第 2720

地区が設置した「熊本地震総合支援室」へ当地区

ガバナー事務所より送金致しました。皆様のご厚

志に感謝申しあげます 

○次年度 SAA委員会(山本昌之委員長)…ラックの名

札付替えを行いますので、次年度 SAA委員の皆様

は、例会終了後お手伝い願います 

○クラブ基金委員会(金子栄一委員長)…今回退会な

される木本会員より、クラブ基金へ寄付を頂戴致

しました 

○健康管理委員会(岩倉委員長)…炭水化物制限食－

適切に活用を－。状況により適さない人もいます。

ご自身の目的に応じて活用下さい  

Weekly Report 

ROTARY SERVING HUMANITY

 Ｓｔｕｄｙ Ｒｏｔａｒｙ

東京江戸川ロータリークラブ 

中村勘三郎(初代～13代)松本幸四郎(4代～6代) 

市村羽左衛門(初代～17代)坂東彦三郎(3代～7代)などが眠る 



                                 

  本日合計     146,058 円 

今期累計   3,909,058 円 

■本日の卓話  
 

「 三役退任挨拶 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
2015-16 年度・20１６－１７年度 

合同臨時理事･役員会報告  
 
日 時：２０１６年６月２９日(水)11 時～ 
場 所：タワーホール船堀 4Ｆ「403 会議室」 
出席者：須賀､荒井､森田､多賀､山本(昌)､ 

関口､久保､山本(和)､田中(吉)､ 
＜次年度＞西川､森､岡本､川野､大野(平) 
              (以上 14 名) 
＜協議事項＞ 

 田中伴司会員 退会の件…承認 

 6/30 付にて退会 
 

 

 
 
東京江戸川中央RC池田様…本日お世話になり

ます 

須賀君…最終例会です。会員の皆様一年間あ

りがとうございました 

森田君…須賀会長年度最終例会 一年間あり

がとうございました 

田中(伴)…会員の皆様一年間お力添え頂きあ

りがとうございました 

大澤君…須賀会長お人柄の一年間のクラブ運

営に感謝 

上野君、佐久間(道)君、大野(達)君、市川君、

横山君、岩倉君、宇多君、中山君、後関君、

金子(正)君、山本(和)君、関口君、西川君、

山本(昌)君、田中(吉)君、多賀君、岩楯君、

久保君、川野君、大野(平)君…須賀会長・

森田副会長・田中幹事・執行部の皆様、  

一年間ご苦労様でした 

飯田君…須賀会長お疲れ様でした。立派な一

年でしたね 

山下君…須賀会長お疲れ様でした 

金子(栄)君、木本君…お世話になりました 

荒井君…三役の皆さん最終例会お疲れ様でし

た 

松井君…須賀会長・田中幹事 一年間ご苦労様

でした。明日からぐっすりお休みになれま

すよ! 

岡本君…色々一年間ありがとうございました。

次年度もよろしく 

荒井君…6/23(木)に行われた新旧引継ぎ式参

加の皆さんお世話になりました 

久保君…良いことがありました 

柴田君…SAA委員長を一年させて頂きました。

ご指導ご協力ありがとうございました。 

昨日TBSニュースに森田さんが出ていまし

た。堂々とパレードされてました 

大野 (達 )君…出席・ニコニコ委員長さんの 

役に立てたか反省です 

増田君、多賀君、森君、伊東君、佐久間(唯)君

…ニコニコ一年間ご苦労様でした 

芦﨑君、川野君…一年間ニコニコご協力あり

がとうございました 

大野(平)君…芦﨑さん 来年ニコニコでお世

話になります 

佐久間(唯)君…小林さん この度もありがと

うございました 

東京江戸川ローターアクトクラブ…東京江戸

川ローターアクトクラブよりニコニコ委員

会へ寄付です 

会長 
須賀雅文  

幹事 
田中伴司  

副会長 
森田知行  

 

 

 

 

日 時：2016 年 6 月 21 日(火)  

12:50～13:25（今年 12 回目） 
 
参加者：地区 IAC 委員会 畠山委員長  

    東京江戸川 RC 森 IAC 委員長 

    関東第一高等学校 IAC 会員 10 名 
 
内 容：ロータリアンからのミニ卓話 

    本年度の年次大会の内容の確認 



                                 

 

 

 

 

会長 荒井知久 

 

このたび、伝統ある東京江戸川ロータリーク

ラブ第５３代会長に就任するにあたり、気持

ちが引き締まる思いでおります。その半面、

歴代の会長の皆様のように、無事に勤め上げ

ることが出来るのかと不安でいっぱいです。 

今年度は、クラブ運営をスムーズに行えるよ

う、副会長を関口眞司さんと西川昭雄さんに

お願いしました。また、幹事には、私より人

生の先輩であり、その経験や助言をいただけ

るよう、多賀之雄さんに就いて頂きました。 

今年度の国際ロータリージョンＦ・ジャーム会長

テーマは、ロータリーの設立理念である「価

値観を分かち合える人を見つける」と「四つ

のテスト」から「人類に奉仕するロータリー」

としました。こうした国際ロータリーの理念

を基に、上山昭治ガバナーは「出会いを大切

に」をモットーに揚げ、重点項目を「親睦と

研修」としました。私は、入会させて頂いて

から、早１５年目を迎えますが、まだまだロ

ータリーについての知識不足を痛感させられ

る場面が数多く、改めて「ロータリーの理念」

について理解を深めていこうと考え、会長テ

ーマを、「ロータリーを学ぼう」とさせて頂き

ました。この会長テーマは、ロータリーに関

する、より知識の深い方々にカウンセラーに

なって頂き、可能な限り五代奉仕委員会の各

委員長さんとともにフォーラムや勉強会を実

施したいと考えています。微力ではございま

すが、精一杯力を尽くして参りますので、会

員各位様のご支援、ご鞭撻をお願い致します。 

 

 

 

 

副会長 関口眞司 

 

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。荒井知久会長テーマ「ロータリ

ーを学ぼう」を目標に、活動、実践すべく、経

験豊富で実行力のある各奉仕委員長の皆様と

共に、親睦を深めながら会長を補佐し務めて参

りますので、一年間宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副会長 西川昭雄 

 

このたび、東京江戸川ロータリークラブの 

副会長を務めることとなり、嬉しくもあり、

また大変恐縮をしているところであります。 

荒井会長のテーマ「ロータリーを学ぼう」は、

初心に返って改めてロータリーの基本精神を

理解していこうということだと私は思ってお

ります。 

関口副会長と共に少しでも荒井会長のお手伝

いが出来るよう、また、会員の皆様が楽しい

ロータリーライフが過ごせるよう努力してま

いりたいと思っておりますので、この一年間

皆様、宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

幹事 多賀之雄 

 

このたび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事になり身の

引き締まる思いでおります。 

２００８年に入会させていただき、やっと８

年経ちましたがまさか私に幹事の役目が回っ

てくるとは夢にも考えてもいませんでした。

本人が一番びっくりしているのですから皆様

はもっとびっくりされたのではないでしょう

か？ 

荒井会長のご厚意に感謝し、それに報えるよ

うにしっかり１６歳年下の会長を支えていく

覚悟でございます。 

荒井会長は、テーマに「Ｓｔｕｄｙ Ｒｏｔａ

ｒｙ」（ロータリーを学ぼう）を掲げられてい

ます。最近新入会員に対して勉強会も少ない

ので、今年はテーマに従い会長と緊密な連携

のもと、ロータリーを学ぶことを重点に於い

て当クラブが発展するように一年間を務めて

いきたいと考えておりますので、何卒宜しく

ご教導賜りますようにお願い申し上げます。 

就任のご挨拶 



                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 月 11 日(土)AM9 時 30 分～12 時迄 

タワーホール船堀 4F 405 会議室 

須賀会長､田中幹事､荒井会長エレクト､

山本(昌)、稲山、派遣学生４名（合計９名） 

「ロータリークラブについて」 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席ロータリアンを講師として、テーマについ
て、派遣学生に対して勉強会を開催しました。 
パソコンの映像を見ながら、ロータリー、ま
た、派遣先のバーリンゲイムについて派遣学
生とともに勉強をしました。派遣学生に興味
深い話もあり、あっという間に勉強会は終了
しました。勉強会後の昼食会では、派遣学生
４名とロータリアン全員で美味しいランチを
食べながら、学生同士が親睦を深めました。
出席の皆様、ありがとうございました。尚、
第 2 回目の勉強会は、7 月 9 日(土)に開催し
ます。（ ﾊﾞｰﾘﾝｹﾞｲﾑ RC 委員長 稲山雄一 記 ) 
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2015 年 10 月に入会された佐久間唯一会員を
お迎えして「新入会員歓迎会」を 6 月 28 日
(火)に開催しました。会場は「割烹いこい」
で、31 名の会員が参加されました。 
参加者全員の記念撮影の後、須賀会長、上野
パストガバーナーの歓迎のお言葉を頂き、 
佐久間唯一会員よりお礼の挨拶の後、スポン
サーの飯田会員の乾杯で宴会が始りました。 
余興の時間になると大森一期や（いちごや）
さんの芸者さん３人に座を盛り上げて頂き、
横山会員の唄う「黒田節」に合わせた踊り、
会員参加のお座敷遊び、最後は上野パストガ
バーナーの「フーテンの寅さん」の口上の物
まねで会場は大いに盛り上がり、森田副会長
の中締めでお開きとなりました。 
新入会員の佐久間唯一会員を囲み、会員の皆
様と大いに親睦を深めることができました。

（ 親睦活動委員長 田中吉嗣 記 ） 
・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・ 

２ 

０ 

１ 

６ 

年 

７月 ＳＡＡ委員会 稲山雄一 佐久間唯一 

８月 梅田  巖 柴田憲男 川野克博 

９月 宇多重員 森田知行 小林  司 

10 月 保土田守彦 市川 實 芦﨑哲雄 

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 

７ 

年 

１月 岡本紀雄 金子正司 伊東兼一 

２月 後関和之 須賀雅文 岩楯信一 

３月 金子栄一 山下  茂 西川昭雄 

４月 石上則雄 飯田  弘 久保  克 

５月 松井宣彦 田中吉嗣 関口眞司 

６月 久保田光信 横山  巖 菅谷政樹 

第１回バーリンゲイム     
派遣留学生の勉強会 

＊ 新入会員歓迎会 ＊  



                                 

 


