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[本日の卓話] ７月６日 
 
 
 
２０２０～２０２１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    久保  克  
職業奉仕委員長    川野克博  
社会奉仕委員長    森  清正  
国際奉仕委員長    山本昌之  
青少年奉仕委員長    小林  司     

━━━━━━  第２５５０回  ２０２０年６月２９日  例会報告  ━━━━━━ 
 

■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 
○ご来賓１名 
鈴 木 悠 菜 様（ 東京江戸川ＲＡＣ会長 ） 

■出席状況報告 
  ４４名中  ４１名出席  出席率１００％ 
■会長報告 

○東京臨海ＲＣ佐藤正樹会長より年度末のご挨拶を

頂きましたので読み上げます 

〇東京江戸川ローターアクトクラブ 会長 鈴木悠菜

さんより、2019-20年度活動報告･年度末のご挨拶 

〇6/26(金)東武ホテルレバント東京で開催された

2019-20年度 第 6回東分区 会長･幹事会に多賀・

久保で出席しました 

■幹事報告 

○幹事報告はございませんが、一年間皆様のご協力

の下で、幹事を務めさせて頂きありがとうござい

ました 

■委員会報告 

○後関会長エレクト…6/23(火)割烹いこい で開催 

次年度第１回クラブ協議会は、28 名もの次年度 

理事・役員・委員長にご参加頂き、盛会に終える

ことが出来ました。皆様ありがとうございました 

〇ＲＡＣ委員会(馬目委員長)…6/27(土)Zoom会議で
開催された地区ＲＡＣ第4回会長･幹事会に参加し
ました 

〇次年度ＳＡＡ委員会(大野平委員長)…例会終了
後、ラックにある名札などを次年度用に並べ替え
を行います。ＳＡＡ委員会の皆様、ご協力をお願
いします 

〇次年度 岩楯幹事…次週 7/6(月)2020-21 年度初例
会は、新旧引継ぎ行事につき開始時間が５分繰り
上がり 12時 25分からです 

〇東分区ＩＭ実行委員会(荒井副委員長)…2020－21
年度東分区ＩＭ実行委員会組織表をラックへ配布
させて頂きました。これに基き各責任者の方々、
キャラバン隊の皆様、宜しくお願い申し上げます 

〇クラブ基金委員会(山本(和)委員長)…本日、久保
幹事よりクラブ基金へご寄付を頂戴しました 

■本日の卓話 

「三役退任挨拶」   

会長  多賀 之雄 

副会長  山本 昌之 

幹事  久保  克 

Weekly Report 

 
 

Rotary Opens Opportunities 
国際ロータリー会長  ホルガー・クナーク  

不 易 流 行 
東京江戸川ロータリークラブ  

会長  後 関 和 之 

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.５７ №１ 第２５５１回 ２０２０年７月６日 

鹿骨円勝院 



                                 

 

 

 

 

 

会長 後関和之 
 
今年度の江戸川ロータリー
クラブ会長に就任するに 
あたり、私はこの一年、次の
ようなことを考えてやって
いこうと思っております。 

今年度のＲＩ会長のテーマは「ロータリーは
機会の扉を開く」です。機会の扉を開くと  
いうことを、ＲＩボルガー・クナーク会長は
次のように説明しています。“ロータリーとは、
クラブに入会するというだけでなく「無限の
機会への招待」であるといいます。私たちの
あらゆる活動が、どこかで誰かのために機会
の扉を開いています。奉仕の行いは、その大
小にかかわらず、助けを必要とする人たちの
ために機会を生み出すものである。奉仕プロ
ジェクトを通じて会員自身や受益者の人生を
より豊かにするための道を開くのがロータリ
ーである。”と強くおっしゃっていたそうです。
前年度のダニエル・マローニー会長のテーマ
は「ロータリーは世界をつなぐ」でした。  
人のつながりを大切にし、より深くするため
にはロータリーはかけがえのない組織との考
えのようでした。機会の扉を開くことがより
多くの人とのつながりを深めることにつなが
ると思います。 
野生司ガバナーも「ロータリーは機会の扉を
開く」をテーマに掲げ、“会員増強”公共イメ
ージの向上“ロータリーデーの開催”を具体
的目標と掲げています。私もこの考えに賛同
し共に進めていきたいと考えています。 
今年度の会長テーマは「不易流行」といたし
ました。奥の細道の中で使われた言葉ですが、
俳諧の世界では「変わらないことと変わるこ
とがある、どちらも大切なことだ」という  
意味として使われています。 
シカゴにロータリークラブが出来て１００年
以上の年月が過ぎた今、ＲＣは変わってきて
いると私は考えています。特に今年度は私た
ちの世代が経験したことのない新型コロナウ
イルスの流行の中にあって、変わるべき事も
沢山あると思いますが変わらず守っていくべ
き事もあるということも含めて、外に出る機
会の少なくなる今年度はもう一度ロータリー
の目的について、機会の扉を開いて考えてみ
たいと思っています。 
当クラブの歴史や伝統を考えながら、会員の
皆様と豊かなロータリーライフを楽しめる 
一年にしたいと思っています。 

 
 
副会長 久保克 
 

この度、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 

後関会長のもとで務めさせ

て頂くことになりました。前年度は幹事業務

が全く分からず、山本副会長に大変お世話に

なりました事を思い出し、本年度は出来る限

り後関会長、岩楯幹事のサポートが出来れば

と思っております。 

後関会長のテーマ「不易流行」に従い、本質

を変えずに今の流行に合ったクラブにとの 

後関会長の思いに極力協力させて頂き、この

一年の役割を努めていく所存です。 

また、クラブ奉仕委員長として伝統と格式を

重んじながら新しいクラブ運営を、模索して

行きたいと思っています。まだまだ経験不足

ではありますが、この一年、精一杯努力して

まいりますので会員の皆様には、温かいご指

導とご協力を賜ります様心からお願い申し上

げ、副会長就任のご挨拶とさせて頂きます。

何卒、宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

幹事 岩楯信一 
 

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心より

嬉しく思います。 

またその反面、幹事という責任の重さを感じ

ております。 

今年の会長テーマ「不易流行」（変わるべきこ

と、変わってはいけない事）皆の意見を聞い

て出来ることをやる。 

後関会長の指示のもと、会長の片腕となり、

例会を有意義で楽しい所にするよう、また 

クラブ運営をスムーズに行えるように精一杯

努力する所存でございます。 

会長、副会長、会員の皆さんと共に委員会活

動や親睦活動、今年のＩＭが活発になるよう

心掛けていきたいと思います。 

この一年、皆さんのご指導ご鞭撻をよろしく

お願い申し上げます。 

就任のご挨拶 



                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･･･････････････････････････････････････ 

＊７月お祝い＊ 
 
【誕生日お祝い】小久保君 

梅田君 西川君 野﨑君 
 
【奥様誕生日お祝い】久保君 

         
【結婚記念日お祝い】稲山君 
 
【例会出席100％お祝い】多賀君(12回)酒井君(1回) 
 
＊７月受付当番＊ 飯田君 梅田君 ＳＡＡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-21 年度 例会受付当番 

 

 

 

 

２ 

０ 

２ 

０ 

年 

 

７月 飯田 弘 梅田 巖 ＳＡＡ 

８月 横山 巖 稲山雄一 ＳＡＡ 

９月 岡本紀雄 森 清正 川野克博 

10 月 酒井康弘 伊東兼一 久米淳美 

11 月 久保田光信 山本昌之 酒井康弘 

12 月 岩倉弘毅 松井宣彦 鹿野 收 

 

 

 

 

２ 

０ 

２ 

１ 

年 

 

１月 中山直幹 西川昭雄 渡邉静彦 

２月 大野達郎 金子正司 田中吉嗣 

３月 宇多重員 荒井知久 髙橋桂治 

４月 小林 司 野﨑 信 馬目圭造 

５月 関口眞司 山本和夫 多賀之雄 

６月 森田知行 金子栄一 伊藤晴祥 

 

２０２０－２１年度 

第１回クラブ協議会 開催 
 
日時：６月２３日(火)18:30～  場所： 割烹「いこい」 

 



                                 

 

 

 
東京臨海RC佐藤大輔様…多賀会長一年間お疲れ

様でした。印刷物のご注文を沢山頂きありがと

うございました。後関次年度会長、今回も名簿

のご注文ありがとうございます。ＩＭの印刷物

に関しましても、精一杯頑張りますので、次年

度の一年間もどうぞ宜しくお願い致します。 

私も次年度は東京臨海RCの副会長となります。

親クラブの皆様には何かとご迷惑をお掛けす

ることもあるかと思いますが、何卒ご指導の程

宜しくお願い致します 

多賀君…本日で会長最終例会を迎えました。一年

間ありがとうございました。お蔭様で楽しかっ

た一年間を過ごす事が出来ました 

山本(昌)君…多賀会長一年間本当にありがとう

ございました。またお疲れ様でした。久保幹事、

次年度はまた副会長がありますね 

久保君…一年間皆様のご協力のお蔭様で何とか

幹事を務めさせて頂きました。ありがとうござ

いました /先日は荒井さん･小黒さん遅くまで

お付き合い頂きありがとうございました/川野

さん写真ありがとうございます 

上野君…多賀会長･久保幹事･理事役員の皆さん、

一年間本当にお疲れ様でした 

大野(達)君…多賀会長大変な年でした｡ご苦労様

でした｡会員の皆様お世話になりました 

岡本君…多賀さん年度、大変ご苦労様でした 

久保田君…会長ご苦労様でした。ご協力して頂い

た役員の皆様も同じくご苦労様でした 

飯田君…多賀会長･久保幹事始め役員の皆さん、

一年間お世話になりました 

横山君…多賀会長･久保幹事、一年間ご苦労様 

岩倉君…多賀会長･年度執行部の皆さんに一年間

大変お世話になりました 

梅田君…一年間多賀会長をはじめ役員の皆様  

大変ご苦労様でした 

宇多君…奥様誕生日･結婚記念日お祝いを頂きあ

りがとうございました 

金子(栄)君…一年間お世話になりました 

後関君…多賀さんご苦労様でした。来期は宜しく

お願いします 

金子(正)君…多賀会長はじめ本年度役員の方々

大変ご苦労様でした 

松井君…多賀会長､後半はコロナで振り廻された

大変な年度でしたが大過無く終了ですね。お疲

れ様でした。久保幹事これで終わりではありま

せん。会長に向かって頑張って下さい 

山本(和)君…多賀会長･久保幹事ご苦労様でした 

荒井君…多賀会長･久保幹事お疲れ様でした / 

次年度後関会長･岩楯幹事、大変お世話になり

ました /久保さん･小黒さんお世話になりまし

た/川野さん写真ありがとうございます 
西川君…多賀会長･山本 (昌 )副会長･久保幹事 

一年間ご苦労様でした。特に今年はコロナの影
響で大変気を使った事と思います /ニコニコ 
一年間ご苦労様でした/川野さん写真ありがと
うございます 

田中君…多賀会長･山本 (昌 )副会長･久保幹事 

及び役員の皆様、一年間ご苦労様でした。後関

さん･岩楯さん先日はお世話になりました 

森君…多賀会長･久保幹事･各委員長の皆様お疲

れ様でした 

岩楯君…多賀さん･久保さん最終例会おめでとう

ございます 

小林君…今年度も大変お世話になりありがとう

ございました/多賀会長･山本(昌)副会長･久保

幹事お疲れ様でした/クラブ協議会では大変お

世話になりました/川野さん写真ありがとうご

ざいます/大野平さんいつもありがとうござい

ます 

川野君…本年度も多賀会長･久保幹事･役員の皆

様･会員の皆様大変お世話になりました/クラブ

協議会では後関会長エレクト･岩楯さん･出席

された皆様大変お世話になりました 

伊東君…多賀会長はじめ皆様、一年間ありがとう

ございました。楽しい素晴らしい一年間でした 

大野平君…多賀会長･山本(昌)副会長/久保幹事･

役員の皆様、一年間ご苦労様でした/親睦活動

委員会の皆様ご協力ありがとうございました/

柴田さんいつも写真ありがとうございました/

川野さん写真ありがとうございます/鈴木悠菜

さん一年間ご苦労様でした。お手紙ありがとう

ございます 

佐久間君…柴田さんこの一年間写真を都度撮っ

て頂きありがとうございます/ニコニコ委員会

の皆さん一年間ご苦労様でした 

鹿野君…多賀会長･山本 (昌 )副会長･久保幹事 

一年間ありがとうございました 

馬目君､鈴木悠菜さん…ローターアクトでは大変

お世話になりました。次年度も卓話等宜しくお

願い致します 

渡邉君…久米さん先日は大変お世話になりました 

小黒君…後関さんクラブ協議会はありがとうご

ざいました。頂いたお菓子とても美味しく家族

皆大喜びでした /荒井さん･久保さんありがと

うございました/川野さん写真ありがとうござ

います 

伊藤君…本年度大変お世話になりました。次年度

も宜しくお願い致します 

市川君…一年間ニコニコ委員会に参加させて頂

き貴重な経験をさせて頂きありがとうござい

ました。来年度もニコニコ委員会も含め東京江

戸川 RCの活動に貢献出来るよう努力していき

たいと思いますので宜しくお願いします/川野

さん写真ありがとうございました 

髙橋君…新型コロナウイルスの関係で 10回程休

会となりましたので目標達成は厳しくなりま

した。今年度皆様のご協力を頂きまして誠にあ

りがとうございました /多賀会長･久保幹事他

幹部の皆さん、一年間お疲れ様でした/鈴木悠

菜さん自筆のお手紙頂きましてありがとうご

ざいました。感心しています 

中山君､関口君､酒井君…ニコニコ委員会一年間

ご苦労様でした 

渡邉君…ニコニコ ラストスパート頑張って下さい 

 

本日合計          149,000 円 

今期累計  2,745,000 円  

ニコニコ 
ボックス 



（１）理事・役員

会 長 後関　和之 理 事 (クラブ奉仕) 久保　　克

会 長 エ レ ク ト 稲山　雄一 理 事 ( 職 業 奉 仕 ) 川野　克博

副 会 長 久保　　克 理 事 ( 社 会 奉 仕 ) 森　　清正

幹 事 岩楯　信一 理 事 ( 国 際 奉 仕 ) 山本　昌之

会 計 伊東　兼一 理 事 (青少年奉仕) 小林　　司

理 事 岡本　紀雄

会 場 監 督 大野　　平 理 事 松井　宣彦

直 前 会 長 多賀　之雄

（２）その他の役員 (理事会メンバーには議決権がある)

副 幹 事 市川　　充 会 計 監 査 横山　　巖

副 幹 事 鹿野　　收 会 計 監 査 荒井　知久 （IM担当）　

ソングリーダー 久米　淳美

副ソングリーダー 川野　克博

（３）地区から指名された地区役員・委員

（４）委員会組織

委員会 委員長 副委員長

◎クラブ奉仕 久保　　克 稲山　雄一

（例会関連）

会場監督 大野　　平 佐久間 唯一

出席 小黒　将年 大野　達郎

親睦活動 柴田　憲男 伊東　兼一

ニコニコ 市川　　充 髙橋　桂治

プログラム 野﨑　　信 西川　昭雄

（会員資格関連）

職業分類 久保　　克 山本　昌之

会員増強 横山　　巖 酒井　康弘

会員選考 西川　昭雄 森田　知行

（情報関連）

ロータリー情報 多賀　之雄 西川　昭雄

広報・雑誌・ＩＴ 髙橋　桂治 川野　克博

会報 髙橋　桂治 川野　克博

クラブ基金 関口　眞司 中山　直幹

（姉妹クラブ）

いわき勿来 森田　知行 岡本　紀雄

◎職業奉仕 川野　克博 柴田　憲男

◎社会奉仕 森　　清正 田中　吉嗣

環境保全 森　　清正 梅田　　巖

◎国際奉仕 山本　昌之 岩倉　弘毅

世界社会奉仕 山本　昌之 岩倉　弘毅

ロータリー財団 山本　和夫 中山　直幹

米山奨学 田中　吉嗣 関口　眞司

（姉妹クラブ）

台北東 市川　　充 森田　知行

セ・ソウル 野﨑　　信 岩倉　弘毅

バーリンゲイム 山本　昌之 稲山　雄一

◎青少年奉仕 小林　　司 中山　直幹

インターアクト 鹿野　　收 久米　淳美

ローターアクト 馬目　圭造 渡邉　静彦

青少年交換 小林　　司 市川　　充

健康管理 渡邉　静彦 久米　淳美

ゴルフ同好会 松井　宣彦 関口　眞司

釣り同好会 山本　和夫 岩楯　信一 後関　　

金子(正)

久保田

増田　　小久保

田中

宇多

田中

関口　

宇多

多賀　　山本(和)

上野

荒井　

横山

飯田　　横山

金子(栄)　　鹿野

飯田　

梅田　　市川

増田　

森田　　　（三人委員会）

柴田

柴田

荒井　　　（三人委員会）

佐久間　　小黒　　市川

川野

稲山　　　（三人委員会）

中山　　森田　　岡本

荒井　　　（三人委員会）

委　　　員

小林　

森　　市川　　川野　　鹿野　　髙橋　　稲山　　酒井

小林　　佐久間　　野﨑

田中　　渡邉　　久米　　馬目　　小黒　　伊藤

2020～2021年度　クラブ組織表

地区諮問委員会委員、地区危機管理委員会委員、地区法務担当 … 上野操

地区資金推進委員会委員 … 田中吉嗣
 

理 事役 員
理事会メンバー



2020

７

米山月間

平和構築と紛争予防

2021

１

21
（年間活動実績報告）

28
（ 最終例会）

柴田憲男 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 7

親睦活動
14

プログラム委員会

17 24 31
飯田　弘 宇多重員 中山直幹

青少年奉仕月間 ５ 3 祝日休会
（みどりの日）

10
青少年奉仕

小林　司

19 26
岩倉弘毅 久米淳美 梅田　巖 伊東兼一

母子の健康月間 ４ 5 12

15
プログラム委員会

22
インターアクト

29
鹿野　收 森田知行

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 1
ローターアクト

8 東分区ＩＭ
馬目圭造

15 特別休会
(タワーホール休館日)

22 休会
（天皇誕生日振替）髙橋桂治 酒井康弘

地域社会の経済発展 ２ 1 8

新年初例会
25

職業奉仕

川野克博
職業奉仕月間 4 特別休会

(タワーホール休館日)
11 祝日休会

（成人の日）
18

21
（上半期活動実績報告）

28 休会
(タワーホール休館日)柴田憲男 渡邉静彦 五大奉仕委員長

疾病予防と治療月間 12 7 14

16 23 祝日休会
（勤労感謝の日）

30
森　清正 上野　操

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
プログラム委員会

9
ロータリー財団

山本和夫

特別休会
(タワーホール予約不可)

26
田中吉嗣 久保田光信 小黒将年

10 5
米山奨学

12 19

21 祝日休会
（敬老の日）

28 特別休会
(タワーホール休館日)市川　充 稲山雄一

ロータリーの友月間
基本的教育と
識字率向上月間

９ 7 14

17 24 野生司義光ガバナー 31 休会
（夏季休暇）岡本紀雄 公式訪問

会員増強・新クラブ
結成推進月間 ８ 3 10 祝日休会

（山の日）伊藤晴祥

27
ガバナー補佐

会長･副会長･幹事 五大奉仕委員長 山本昌之 海老沼孝二
6

（初例会）
13

（年間活動予定）
20

２０２０－２１年度  卓話予定表　
2020.7.1現在

月間目標 月 第１週 第２週 第３週 第４週 第５週


