
 
  創 立   １９６４年７月３０日   会   長   多賀之雄 
  例会日   月曜日（12:30～13:30）   副 会 長   山本昌之 
  例会場   タワーホール船堀 TEL (5676-5511) 〒134-0091 江戸川区船堀 4-1-1   幹   事   久保克 
  事務局   〒130-0013 墨田区錦糸 1-1-5 Aビル６階（事務局員／松本育子）   会報委員会   柴田憲男、川野克博、伊東兼一 
           TEL 5637-4603  FAX 5637-4611  E-mai:edogawa@club.email.ne.jp        URL http://www.edogawa-rc.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

[本日の卓話] １月６日   
「 相撲甚句 」 

 
大 至 

 
（ 紹介者：多賀之雄 会長 ） 

 

[次回の卓話] １月２０日           
「 職業奉仕フォーラムにあたって 」 

 
パストガバナー 上野 操 

職業奉仕委員長 田中吉嗣 
 

━━━━━  第２５３８回  ２０１９年１２月２３日  例会報告  ━━━━━━ 
 

◆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 … なし 

◆出席状況報告（前々回訂正出席率） 

  45名中 42名出席 出席率97.7％ (12/9…100％) 

◆会長報告 

●Ｒ財団年次寄付 認証品の贈呈。 

横山会員…メジャードナーレベル1 クリスタル盾

と襟ピン、飯田会員…PHF+2、稲山会員…PHF 

 

 

 

 
  
●1970年6月に入会され半世紀にわたりご活躍頂き

ました宇田川会員が、今年一杯で退会されます。  

非常に残念な事ですがお身体を大切にして頂きた

いと願っています。宇田川会員に一言ご挨拶を 

お願いします 

◆幹事報告 

●次週12/30(月)は特別休会ですので例会はありま

せん。次回の例会は2020年1月6日(月)の新年初例

会となります。尚、１月理事会は、同日の例会終

了後「松の間」で行います 

◆委員会報告 

●山本(昌)直前幹事…前年2018-19年度の活動実績

記録が出来上がりましたのでラックへ配布しました 

●IAC委員会(柴田委員長)…12/21(土)関東第一高等

学校で開催されたIAC･RAC合同会長･幹事会に出席

しました 

●親睦活動委員会(大野平委員長)…①例会終了後 

忘年家族会の名札作成作業を行いますので、関係

各位の皆様は例会場前室へご参集下さい ②地区

大会登録 現在9名です。ご参加可能な方は是非お

願いします 

◆本日の卓話 

「 五大奉仕委員長 上半期活動実績報告 」 
 

クラブ奉仕委員長 山本昌之  
職業奉仕委員長    田中吉嗣  
社会奉仕委員長    伊東兼一  
国際奉仕委員長    稲山雄一  
青少年奉仕委員長 岩楯信一  

 

 

 

Weekly Report 

ロータリーは世界をつなぐ  

ROTARY CONNECTS THE WORLD 

ＲＩ会長  マーク･ダニエル･マローニー  

『信頼』それが我らのロータリー 
“ Trust ” That's our Rotary 

東京江戸川ロータリークラブ会長 多賀之雄 

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.５６ №２１ 第２５３９回 ２０２０年１月６日 

<< 行船公園（平成庭園・源心庵） >> 



                                 

 

 

 

 

会長 多賀 之雄 

 

新年明けましておめでとうございます。 

会員の皆様におかれましては、健やかな新年

をお迎えになられた事とお慶び申し上げます。 

上半期は 7 月 1 日の初例会を皮切りに 7 月 6

日から 14 日にかけてバーリンゲイムの交換

留学生の受け入れを行い、学生たちの応対は

若いメンバーにお願いして、随行されてきた

元会長夫妻と担当会員を荒井元会長、山本副

会長、稲山国際奉仕委員長の協力のもと京都・

草津温泉等を案内して喜んでいただきました。 

11 月にはマニラを訪問し、姉妹クラブを要望

されたクラブを確認してきました。まだ新し

いクラブで友好クラブから始めることにしま

した。 

台北東ＲＣの創立記念例会は市川委員長の努

力で大勢の会員の参加をいただき歓迎されま

した。 

上半期はただやみくもに目先に追われ、がむ

しゃらにやってきた感じで何一つ実績を上げ

られず反省しています。 

ただ一つ、創立 60 周年の記念例会に向けて準

備金を作るために会費の値上げを要請しまし

た所、皆様の賛同を得れた事は大変嬉しく感

謝しています。 

東京ディズニシー・ホテルミラコスタで行い

ました「忘年家族会」には 214 名という沢山

な方々にご参加賜り、ただ感謝するばかりで

す。若い会員の皆様が忙しい中、準備に頑張

っていただいたお陰で大変盛り上がりました。

この場所を取っていただきました荒井元会長

にもお礼を申し上げます。 

下半期は地区補助金申請も通過しましたので

チェンライに消防車・救急車を送る準備をし

て次年度の後関年度に託します。 

また、3 月にはサンフランシスコのバーリン

ゲイムに交換留学生を派遣するため随行しま

す。 

その他には江戸川区の児童相談所の応援の方

法、当クラブのクラブ細則の見直し、委員会

の検証についてそれぞれの委員会で検討して

いきます。まだまだやることが沢山有ります

が、次年度の後関会長が安心して引き継げる

ように頑張りますので今後も何卒温かな目で

見ていただけますようにお願い申し上げます。 

結びに、皆様にとってより良き年になります

ようご祈念申し上げ新年の挨拶とさせていた

だきます。 

 

 

副会長 山本 昌之 

 

新年明けましておめでとうございます。 

会員の皆様には、健やかな新しい年をお迎え

の事と謹んでお慶び申し上げます。 

私の役割は会長の補佐ではありますが、本年

度の多賀会長、久保幹事は、例年以上にすべ

ての事案を二人で解決しているため、全くと

いっていいほど出番がありません。 

それだけ、お二人のコンビが素晴らしいと感

じております。 

また、多賀会長は、今年度、次々と新しい取

り組みに挑戦されています。 

後半の半年間について、「信頼」を傷つけない

よう、裏方として会長、幹事がよりスムーズ

に様々な事案に取り組んでいけるサポートを

していきたいと考えています。 

皆様にとって素晴らしい一年になりますよう

心よりお祈り申し上げ新年のご挨拶とさせて

頂きます。今年も宜しくお願い申し上げます。 

 

 

幹事 久保 克 

 

新年明けましておめでとうございます。 

会員の皆様におかれましては、清々しい新年

を迎えられた事とお慶び申し上げます。 

多賀会長に任命して頂き、幹事の大役をお引

き受けし、皆さんのご協力により何とか半年

が過ぎました。ロータリークラブに入会し  

9 年、多少は知っているつもりでしたが、全く

と言って良いほどクラブの事を知りませんで

した。やはり経験しなければ何事も分からな

いと、今更ながら反省しております。多賀会

長を始め山本副会長、大野親睦活動委員長、

佐久間会場監督、小林副幹事、他皆さんに常

にフォローして頂き、何とか事なきを得てい

ます。令和 2 年に入り折り返しとなりますが、

引き続き皆さんにご迷惑をかけない様心がけ

ていく所存です。 

皆様にとって素晴らしい一年になります様心

よりお祈り申し上げ新年のご挨拶とさせて頂

きます。本年も宜しくお願い申し上げます。 

 

年頭のご挨拶 



                                 

 

 

 

 

社会奉仕フォーラムはテーマ

を「江戸川区の児童貧困」につ

いて、カウンセラーを山本和夫

パストガバナー補佐にお願い

し、25 名の方の参加を頂き実施

しました。 
初めに多賀会長、続いて山本パストガバナー
補佐に挨拶を頂きフォーラムを開始しまし
た。フォーラムに先立ち本日の卓話を、江戸
川区、子ども家庭部の木村課長、茂木課長、
野口課長にお願いをし、江戸川区の子供の 
現状＆児童相談所について話をして頂きま
した。その上で皆様から意見を頂きました。 

◎江戸川区は若い人が多く福祉に費用が掛
かるが財政が比較的良いので当区は良い区
である◎若いママさんや子供教育には親、子、
共々道徳教育を推進すべき！◎生活保護世
帯や貧困世帯が多く救いの手が必要◎虐待
の連鎖を防ぐ様な教育が必要◎悪魔の味方
は沈黙の善人が多い。等々多数の意見を頂き
ました。又社会奉仕は偽装貧困、福祉の不公
正、等役所の実施実態など全体をよく見て区
とのコミュニケーションを計り実施すべき
である。最後に山本カウンセラーから、貴重
な意見を多数頂いた内容を参考に今後の継
続的社会奉仕活動に生かして欲しいです。 

（ 社会奉仕委員長 伊東兼一 記 ） 
 

＊１月のお祝い ＊ 
 
■誕生日…久保田君 荒井君 森田君  

多賀君 岩楯君 川野君 鹿野君 

■奥様誕生日…飯田君 山本(和)君  

山本(昌)君 岩楯君 渡邉君 

■結婚記念日…金子(栄)君 森君 

■例会出席 100％…小久保君(52 回)  

増田君(51 回) 稲山君(12 回) 田中君(12 回) 

 岩楯君(10 回) 野﨑君(3 回) 

 
 
＊１月受付当番＊ 岡本君･金子(正)君・荒井君 

 

 

 
江戸川区こども家庭部様…12/9卓話をさせて頂

きありがとうございます 
山本(昌)君…本日の卓話どうぞ宜しくお願いします 
岩楯君…本日の卓話宜しくお願いします/今年一

年ありがとうございます 
多賀君…いよいよ忘年家族会が明後日になりま

した。皆様宜しくお願い致します 
大野平君……忘年家族会、皆様のご協力宜しくお

願いします 
市川君…忘年家族会ではカメラマンとして頑張

りたいと思います/小林さん先日はありがとう
ございました 

髙橋君…孫二人を含む長男家族が忘年家族会に
参加しますので皆様宜しくお願い致します 

増田君…来年も元気で迎えられますように 
大野(達)君…皆様一年間お世話になりました。感謝 
久保田君…髙橋さん先日は種々ありがとうござ

いました 
飯田君…多賀会長をはじめ皆さんにお世話にな

りました。来年も良い年をお迎え下さい 
横山君…増強委員の皆さん増強活動積極的にお

願いします 
岩倉君…今年一年お世話になりました。来年も宜

しくお願いします。年男になります 
梅田君…一年間皆様に大変お世話になりありが

とうございました。耳が遠い為にご迷惑をかけ
た事をお許し下さい 

金子(栄)君…一年間お世話になりました 
中山君…皆様どうぞ良いお年をお迎え下さい。 

来年も宜しくお願いします 
松井君…会員の皆様一年間お世話になりました。

来年も宜しくお願い致します 
山本(和)君…会長･幹事 半期ご苦労様でした 
荒井君…多賀会長･久保幹事 半年間お疲れ様で

した。後半年頑張って下さい/宇多さん目薬あ
りがとうございます 

森田君…宇田川さん長い間ありがとうございました 
西川君…五大奉仕委員長あと半年頑張って下さ

い/ニコニコご苦労様です 
柴田君…横山さん釣った魚を食べる会の写真あ

りがとうございました /市川さん写真集ありが
とうございました。何才になっても今が一番幸せ 

川野君…今年一年お世話になりました。ありがと
うございました 

伊東君…今年も本日が最終例会となりました。 
皆様一年間ありがとうございます 

馬目君…横山さん･柴田さんRACの写真ありがと
うございました /土曜日に会社のイベントで 
プロゴルファーのプレーを見てきました。松山
プロがバケモノ級でした 

小黒君…岩倉さん前回の卓話とてもわかりやす
かったです。これからも女性を大切にします/
柴田さん魚を食べる会の写真ありがとうござ
いました 

上野君…ニコニコ委員会の皆さん前半期頑張ら
れましたね 

佐久間君…ニコニコ上半期ご苦労様です 
岡本君､関口君､田中君､森君､鹿野君…ニコニコ

ご苦労様です 

本日合計           86,000 円 

今期累計 1,536,000 円 

ニコニコ 
ボックス 社会奉仕フォーラム 

12月9日(月) 例会終了後 「 蓬莱の間 」  

 



                                 

 

 

 

 

 

11 月 3 日から 5 日で総勢 15 名（うち会員 12

名）が参加し、台北東 RC 創立 56 周年記念例

会に参加して参りました。11 月 3 日の早朝の

便で羽田から台北松山空港に到着しましたが、

早速台北東 RC の皆様にお出迎えをしていた

だきました。宜蘭市の KAVALAN ウィスキー蒸

溜所見学の後、Welcome Party に参加しまし

た。翌日は、ゴルフ、観光、自由行動の 3 班

に別れて行動し、観光組は台北東 RC が組んだ

旧日東紅茶工場である桃園市の大渓老茶廠を

見学しました。夕方より創立 56 周年記念例会

に参加しました。最終日は、台湾料理の有名

店「欣葉」で昼食をいただいたあと、松山空

港より羽田空港に帰国しました。 

 

 56 周年記念例会では、多賀会長が中国語で

スピーチを行い、大喝采を浴びていました。

準備段階では、台北東 RC 小川様に大変お世話

になりました。旅行は、国内手配は JTB 外商

部の高橋良平様、現地では新亜旅行社様に大

変お世話になりました。また、多賀会長、山

本副会長、稲山国際奉仕委員長、荒井理事に

は、フィリピンからの合流で強行スケジュー

ルの中参加いただだきました。 

 

 今回の親睦旅行を通じて、台湾東 RC の活動、

台湾の歴史、経済、文化について様々な側面

を知ることができ、印象に残る 3 日間となり

ました。まず行事の遂行、全員無事帰国とい

う目標を達成できたことは、関係者の皆様の

努力の賜物として感謝する次第です。ご不便

ご不満は、すべて委員長に責任があり、今後

の課題として受け止めます。台北東 RC と 50

年間築いた絆を更に強固にできるよう今後も

努力してまいります。 

（ 台北東 RC 委員長 市川充 記 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

姉妹クラブ台北東ＲＣ 

創立 56周年記念式典 


