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[本日の卓話] ７月５日    
２０２１～２０２２年度 初例会 

  
三役就任挨拶  

 

 

[次回の卓話] ７月１２日    
「 私のロータリー人生 」 

  
東分区ガバナー補佐 瀧澤 一郎 様 

━━━━━  第２５７５回  ２０２１年６月２８日  例会報告  ━━━━━ 
 

■点鐘・ロータリーソング 

「 我等の生業 」「 四つのテスト 」 

■来客紹介 来賓・ビジター・ゲスト … なし 

■出席状況報告 

  ４３名中  ３１名出席  出席率８６.１１％ 

■会長報告 

〇マツヤサロン・ピアニスト金子さんへお中元の 

贈呈 

〇6/24(木)ホテル椿山荘東京で開催 地区納めの会

に、後関・岩楯幹事の２名で出席しました 

〇西川昭雄会員が、6月末を持ちまして退会されま

す。在籍期間は 14 年 5 ケ月です。ご挨拶を頂戴

したいと思います 

■幹事報告 … なし 

■委員会報告 

〇次年度ＳＡＡ(田中委員長)…例会終了後、ラック

と名札を次年度用に並べ替えを行います。次年度

ＳＡＡ委員会の皆様、ご協力をお願いします 

〇稲山会長エレクト…① 次年度 第１回クラブ協

議会 及び 若林英博ガバナー公式訪問 のお知ら

せ。第１回クラブ協議会 7/12(月)11 時～ カウ

ンセラー 瀧澤一郎Ｇ補佐、第２回クラブ協議会

7/19(月)11 時～ 若林英博ガバナー公式訪問とな

ります。全会員の皆さまにご出席願いたく、出欠

確認をＦＡＸしますので、万障お繰り合わせの上 

宜しくお願いします ② 次年度 オープン例会の

件。10月の第 4週 10/18(月)オープン例会へエン

トリーすることに理事会で承認されました 

〇次年度 森幹事…次週 7/5(月)2021-22 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。ご来賓に 東江戸川 RC・

臨海 RC の三役がいらっしゃいます 

〇ＩＭ実行委員会(報告書作成責任者 伊東会員)…

ＩＭ報告書を 640 部発注します。2 週間後に出来

上がる予定です 

〇柴田会員…ワクチンについて。職域接種が始まり

若い方が受けるようになりましたが、まだ副反応

のことを考えてどうするべきか迷っている方もい

ます 

〇上野パストガバナー、宇多会員…今年度 最終例会

に寄せて一言     （ 本日の卓話 ３頁へ掲載 ） 
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SERVE TO CHANGE LIVES 
国際ロータリー会長  シェカール・メータ  

臨 機 応 変 
F L E X I B L Y ！  
東京江戸川ロータリークラブ   会長  稲 山 雄 一 

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.５８ №１ 第２５７６回 ２０２１年７月５日 
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平成庭園と源心庵 



                                 

 

 

 

 

 

会長 稲山 雄一 
 
この度、伝統ある東京江戸
川ロータリークラブ第５８
代会長を仰せつかり、事の
重大さと責任の重さに気持
ちが引き締まる思いでおり

ます。歴代会長の皆様のように務めあげてい
けるかどうか不安でありますが、一生懸命に
努めて参ります。 
今年度、クラブ運営を円滑に行えるよう、  
副会長を昨年度幹事の岩楯信一さん、また 
幹事を、かつて葛西消防団時代に私の上官で
もあった、森清正さんという、人生の大先輩
二人にお願いしました。 
新型コロナウィルス感染症蔓延の中で、国際
ロータリー会長が掲げる「2021-2022 年度の
テーマ」と「当クラブ独自の奉仕活動」の調
和を目指すため、私は今年度の会長テーマを
「臨機応変」（原語：FLEXIBLY！）といたしま
した。先人達が創立時より磨き築き上げてき
た歴史と伝統を大切にしながら、激しい変化
に臨んでいきたいと考えております。微力で
はございますが、精一杯、努力をして参りま
すので、会員の皆様のご指導ご鞭撻を賜りま
すようお願い申し上げます。 
 

 
 
 
副会長 岩楯 信一 
 

今年度、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 

稲山会長のもとで務めさせ

て頂くことになりました。 

前年度は新型コロナウイルスが全世界で大流

行し、日本においても早期のワクチン接種が

望まれる中にあって、一年間幹事業務におき

まして皆様には大変お世話になりました。 

本年度は稲山会長、森幹事のもと、副会長ま

たクラブ奉仕委員長として新しいクラブ運営

を模索していきたいと思っています。 

クラブメンバーの皆さんとこの一年を有意義

なものとなるよう精一杯努力して参ります。 

温かいご指導とご協力を賜りますよう、何卒

よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

幹事 森 清正 
 

歴史と伝統のある東京江戸

川ロータリークラブの幹事

という大役を努めさせてい

ただくこととなり心より嬉

しく思います。と同時に、幹事という大役に

たいし責任の重さを感じています。 

会長のテーマ「臨機応変」その場の成り行き

に応じて適切な手段をとったり対応を変えた

りすること。 

会長の思いを深く考えると、ロータリーの基

本を必ず念頭に置き、時に応じて応用をして

いくと解釈をしました。 

基本をもとに稲山会長の指示のもとクラブ運

営をスムーズに行い、会長の意思を会員の皆

様に伝えられまた会員皆様の意思を会長に伝

えられるように、頑張りたいと思います。会

員の皆様がいてのクラブです。皆様のご指導・

ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。 
 
---------------------------------------- 

２０２１－２２年度 例会受付当番  

 
２ 

０ 

２ 

１ 

年 

７月 中山直幹 小黒将年 ＳＡＡ 

８月 飯田 弘 関口眞司 ＳＡＡ 

９月 松井宣彦 馬目圭造 ＳＡＡ 

10 月 久保田光信 鹿野 收 ＳＡＡ 

11 月 横山 巖 髙橋桂治 ＳＡＡ 

12 月 岡本紀雄 梅田 巖 伊藤晴祥 
 

２ 

０ 

２ 

２ 

年 

１月 大野達郎 久米淳美 市川 充 

２月 森田知行 柴田憲男 野﨑 信 

３月 山本和夫 久保 克 ＳＡＡ 

４月 多賀之雄 岩楯信一 ＳＡＡ 

５月 岩倉弘毅 後関和之 ＳＡＡ 

６月 金子栄一 渡邉静彦 酒井康弘 

 

＊７月お祝い＊ 
 
【誕生日お祝い】小久保君 梅田君 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 

【出席100％お祝い】多賀君(11回) 酒井君(2回) 
 
＊７月受付当番＊ 中山君 小黒君 ＳＡＡ 

就任のご挨拶 



                                 

( 例会報告続き ) 

■本日の卓話 

「 三役退任挨拶 」 

会 長  後関 和之 

副会長  久保 克 

幹 事  岩楯 信一 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京臨海RC佐藤大輔様…いつも会員名簿をは

じめ印刷物をご発注くださりありがとうご

ざいます。後関会長、一年間お疲れ様でした。

稲山次年度会長、何かとお世話になります。

一年間どうぞご指導宜しくお願い致します 

【奥様誕生日祝いを頂いて】上野君…妻の誕

生日祝いありがとうございました/宇多君

…すてきなお花を頂戴しました。ありがと

うございます/森田君…お花をありがとう

ございました /酒井君…いつも Web参加で

申し訳ございません。コロナが一日も早く

収束することを願っています 

【結婚記念日祝いを頂いて】酒井君…お祝い

を頂きありがとうございました 

【出席 100％祝いを頂いて】酒井君…初の

100％です。ありがとうございます 

後関君…一年間ありがとうございました。早

いものですね! 

久保君…本日で副会長の任を終わらせて頂

きます。本年度は皆様のお役に殆ど立てま

せんでしたが、今後とも宜しくお願い申し

上げます。ありがとうございました 

岩楯君…一年ありがとうございます 

大野(達)君…後関会長･久保副会長･岩楯幹

事、一年間ご苦労様でした/横山さん今朝

はありがとうございました 

上野君…後関会長以下 理事･役位の皆様、一

年間本当にご苦労様でした 

横山君…後関会長･岩楯幹事、一年間ご苦労

様でした 

岩倉君…後関会長と理事役員の皆様、一年間

の御苦労に感謝致します 

梅田君…後関会長、一年間大変ご苦労様でし

た。委員の皆様もご苦労様でした 

宇多君…ニコニコの皆様、大変ご苦労様でし

た 

中山君…後関会長･岩楯幹事ご苦労様でした 

松井君…後関会長年度、無事に終了で良かっ

たですね!コロナに振り廻されて大変な年

でしたがお疲れ様でした。皆様一年間あり

がとうございました 

山本(和)君…後関さん･久保さん･岩楯さん

ご苦労様でした 

関口君…三役の皆さん、お疲れ様でした 

森田君…後関さん一年間ご苦労様でした 

稲山君…後関会長･久保副会長･岩楯幹事、大

変な時期に一年間本当にありがとうござ

いました 

西川君…後関会長他役員の皆様、一年間ご苦

労様でした。長い間、皆様に大変お世話に

なりました。本日で東京江戸川ロータリー

クラブを退会させて頂きます。ありがとう

ございました 

稲山君…西川さん14年間大変お世話になり

ました。楽しい思い出ばかりです。本当に

ありがとうございました 

山本(昌)君…後関会長、一年間お疲れ様でし

た 

田中君…後関会長･久保副会長･岩楯幹事、一

年間お役目ご苦労様でした 

多賀君…後関会長･久保副幹事･岩楯幹事、一

年間ご苦労様でした 

森君…後関会長･岩楯幹事お疲れ様でした 

小林君…今年度はコロナによりお会いする

機会が減ってしまい残念でしたが、皆様お

世話になりました/森さんありがとうござ

いました 

川野君…後関会長･久保副会長･岩楯幹事･会

員の皆様、今年度はお世話になりました 

伊東君…柴田さん先週はありがとうござい

ました 

大野平君…後関会長･役員の皆様、一年間お

疲れ様でした 

鹿野君…後関会長、今年はコロナで大変でし

た。ありがとうございました/久保さん先

日はお世話になりました 

市川君…一年間大変お世話になりました。本

日は大野平さんに手伝ってもらいありが

とうございました。今年度はお休みしてい

る髙橋副委員長には大変お世話になりま

した。目標には大きく及びませんでしたが、

貴重な機会を頂き勉強出来たことに感謝

致します。来期のニコニコも宜しくお願い

します 

本日合計   130,000 円 

今期累計  2,178,000 円  

ニコニコ 
ボックス 



                                 

国際ロータリー第 2580 地区 2021-22 年度  

大きな目標と 5 項目 

「 世界で、日本で、地域で、良いことをしよう 」  
 

1. 新型コロナウィルスで 

困っている人々を支援しよう 

 

 

 

2. ポリオ根絶に向けて頑張ろう  

 

 

 

3. 元気なクラブになろう 

 

 

 

4. 会員増強・クラブ拡大をする 

覚悟をもとう   

 

 

 

5. ロータリーの公共イメージを 

アップさせよう 
 

 

 



2021

７

米山月間

平和構築と紛争予防

2022

１

２０２１－２２年度  卓話予定表　
2021.7.5現在

月間目標 月 第１週 第２週 第３週 第４週 第５週

若林英博ガバナー
26 特別休会

(タワーホール予約不可)会長･副会長･幹事 ガバナー補佐訪問 公式訪問5
（初例会）

12
瀧澤一郎

19

16 休会
（夏季休暇）

23 30横山巖 多賀之雄
会員増強・新クラブ

結成推進月間 ８ 2
（年間活動予定）

9 祝日休会
（山の日）五大奉仕委員長

20 祝日休会
（敬老の日）

27 特別休会
(タワーホール休館日)後関和之

ロータリーの友月間
基本的教育と
識字率向上月間

９６ 13 東分区ＩＭ

25
関口眞司 田中吉嗣 梅田巖 野﨑信

10 4 11 18

15 22 休会
（勤労感謝の日振替）

29
中山直幹 岡本紀雄

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 1 8
山本和夫 松井宣彦

20
（上半期活動実績報告）

27 休会
(年末休会振替)宇多重員 小林司 五大奉仕委員長

疾病予防と治療月間 12６ 13

新年初例会
24 31

森田知行 川野克博
職業奉仕月間 3 休会

（正月）
10 祝日休会

（成人の日）
17

21 28
大野平 久保克 髙橋桂治

地域社会の経済発展 ２ 7 14 特別休会
(タワーホール休館日)

岩楯信一 伊藤晴祥 鹿野收

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 14

母子の健康月間 ４ 4 11

21 祝日休会
（春分の日）

28

18 25
岩倉弘毅 久米淳美 柴田憲男 渡邉静彦

30
市川充 馬目圭造 小黒将年

青少年奉仕月間 ５ 2 祝日休会
（みどりの日振替）

9
山本昌之

ロータリー親睦活動月間 ６ 6 13

16 23

20
（年間活動実績報告）

27
（ 最終例会）

伊東兼一 酒井康弘 五大奉仕委員長 会長･副会長･幹事


