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[本日の卓話] １月１７日  

「 寿 獅 子 」 

東都葛西神楽保存会  

（ 紹介者：稲山雄一 会長 ） 

[次回の卓話] １月２４日  

若林英博ガバナー公式訪問 

━━━━━   第２５８７回  ２０２１年１２月２０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 〇来賓･ビジター･ゲスト … なし

■出席状況報告

42名中 35名出席 免除会員除き出席率 92.10％

■会長報告

〇Ｒ財団年次寄付 認証品の贈呈。大野平会員 PHF、

小林会員 PHF+1、岡本会員 PHF+2、後関会員 

PHF+2、山本和夫会員 PHF+2、上野会員 PHF+3、  

岩倉会員 PHF+3、荒井会員 PHF+3 

〇本日､持廻り理事役員会を開催し、60周年記念式

典と東分区懇親ゴルフ大会の実行委員長が承認

されました。60 周年記念式典実行委員長…多賀

之雄会員、東分区懇親ゴルフ大会実行委員長… 

荒井知久会員です 

〇2024-25年度当地区ガバナー（ガバナーノミニー

デジグネート）が、東京福生ロータリークラブ 

会員 石川彌八郎 氏に決定しました 

■幹事報告

〇今後の例会予定。12/27(月)・1/3(月)・1/10(月)

は「休会」です。次回は 1/17(月)が 新年初例会

となります 

〇今年度地区大会のご案内を FAX しましたので、 

出欠の返信を 1/17迄に宜しくお願いします 

■委員会報告

〇米山奨学委員会(関口委員長)…ハイライトよねや

まをラックへ配布しましたのでご一読ください 

〇ゴルフ同好会(久保委員長)…①12/15(水)第 2 回

ゴルフコンペ開催報告。優勝 鹿野さん・2 位 伊藤

さん・3位 馬目さんです。当日表彰が出来ません

でしたので、今 行います ②次年度､当クラブは  

東分区懇親ゴルフ大会のホストです。開催日は未

だ決定していませんが、場所は大栄カントリー倶

楽部になると思います 

〇青少年奉仕委員会(市川委員長)…12/19(日)安田

学園で開催された IAC 合同活動に稲山会長・森幹

事・市川の 3名で参加しました 

〇山本分区幹事…オープン例会成功の為の 10 の 

ヒントと 10 月オープン例会の報告をラックへ配

布しましたので、新入会員勧誘の参考資料として

下さい。当クラブは 2/21(月)がオープン例会で

す。迎え方の諸注意や他クラブでの反省点など記

載されていますので是非ご一読下さい。当クラブ

オープン例会に活かしたいと思います

〇いわき勿来 RC 委員会(岡本委員長)…1/30(日)の

いわき勿来 RC創立 60周年記念式典、出席希望の

方はお申し出下さい。現在 5名の出席が決まって

います          →本日の卓話２頁に掲載 

Weekly Report 
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国際ロータリー会長  シェカール・メータ  
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■本日(12/20)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    岩楯 信 一  
職業奉仕委員長     小林  司  
社会奉仕委員長     大野  平  
国際奉仕委員長     鹿野  收  
青少年奉仕委員長   市川  充 

 

 

 

 
酒井君…誕生日祝いを頂いて。遅くなりまして

申し訳ございません。皆様くれぐれもお身体
に気を付けて良いお年をお迎え下さい 

稲山君…上半期 最後の例会となります。引き続
きご指導を宜しくお願いします/本日の卓話、
活動の少ない中での発表は大変と思いますが
期待しています 

森君…本年最後の例会です。半年お世話になり
ました。来年も宜しくお願いします 

岩楯君…本日 五大奉仕上半期活動実績報告でク
ラブ奉仕の卓話をします。年内最後の例会です 

大野(達)君…お世話になりました。良いお年を！ 
岡本君…今年もお世話になりました。来年も宜

しくお願い致します 
飯田君…今年も一年間お世話になりました。 

来年も宜しくお願い申し上げます 
横山君…皆さん良いお年をお迎え下さい 
岩倉君…ゴルフコンペで久保さん・荒井さんに

お世話になりました。鹿野さんおめでとうご
ざいます/山本和夫さん綺麗な水仙ありがと
うございました 

梅田君…本年もコロナ､コロナで大変な一年で
したが皆様お元気でなによりです。私もお蔭
様で。良いお年をお迎え下さい 

後関君…寒くなりました。良いお年をお迎え下
さい 

中山君…皆様どうぞ良いお年をお迎え下さい 
松井君…稲山-森年度も残り半年となりました

ね。後半も頑張って下さい。来年も宜しくお
願い致します 

荒井君…上半期お疲れ様でした 
関口君…ニコニコご苦労様です 
森田君…今年最終例会です。皆さん良いお年を 
山本(昌)君…馬目さん先日はありがとうござい

ました/荒井さん､うちの職員までご馳走に
なりありがとうございました 

田中君…先週の同好会ゴルフコンペではお世話
になりました。鹿野さん優勝おめでとうござ
います。久保ゴルフ委員長お疲れ様でした 

多賀君…今年の例会は今日が最後です。来年も
何卒宜しくお願い致します 

久保君…ゴルフ同好会ご参加の皆様、寒い中あ
りがとうございました。久しぶり17名のコン
ペ楽しかったです。次回もご参加お願い申し
上げます 

小林君…今年一年大変お世話になりました。 
良いお年をお迎え下さい/山本昌之さんあり
がとうございました 

川野君…稲山会長･岩楯副会長･森幹事･会員の
皆様、今年一年お世話になりました 

伊東君…今年一年ありがとうございました。 
来年も宜しくお願いします 

大野平君…今年最後の例会､色々ありがとうご
ざいました 

渡邉君…先日のゴルフでは久保さんはじめ皆様
に大変お世話になりありがとうございました 

鹿野君…ゴルフコンペ、ハンディに大変恵まれ
優勝出来ました。ありがとうございます 

馬目君…ゴルフコンペ楽しませて頂きました。
今年も最後ですね。一年間ありがとうござい
ました 

小黒君…ゴルフコンペ参加者の皆さま、ドタキャ
ンしてしまい申し訳ありませんでした。一日休
んですっかり元気になりました。いつでもゴ
ルフに行けます!来年も宜しくお願いします 

伊藤君…本年も大変お世話になりました。ゴル
フもありがとうございました 

市川君…12/19(日)インターアクトクラブ合同
活動に稲山会長・森幹事と行ってまいりまし
た。生徒さん方が一生懸命作業していただき
楽しい発表が出来上がりました 

髙橋君…今年も最後の例会となりました。ニコ
ニコBOXにご協力頂きましてありがとうござ
いました。良いお年をお迎え下さい。/土曜日
に50㎝超と思われる巨ベラをゲットし計測し
ようとしたら逃げられてしまい写真すら撮る
ことが出来ず残念でなりません 

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

＊１月お祝い＊             
 
■誕生日お祝い 

久保田君 荒井君 森田君 多賀君 

岩楯君 川野君 鹿野君 

■奥様誕生日お祝い 

飯田君 山本(和)君 山本(昌)君 

岩楯君 渡邉君 

■結婚記念日お祝い  

 金子(栄)君 森君 

■例会出席 100％お祝い 小久保君(54 回) 

 稲山君(14回) 田中君(14回)  

岩楯君(12回) 野﨑君(5回) 

本日合計     87,000 円 

今期累計   1,023,000 円  

ニコニコ 
ボックス 



                                 

 

 

 

 

会長 稲山 雄一 

 

新年あ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。 

今年度の会長に就任してから前半の６か月が

終了しましたが、上半期はコロナ禍の中で活

動休止することが多く、会員の皆様には本来

のロータリークラブの楽しさを十分に満喫し

て頂くことができなかったと思います。この

ような状況にもかかわらず、耐え忍び、活動

の再開を我慢強く見守って頂いた会員の皆様

には感謝以外の何もありません。 

私がこの半年で会員の皆様から学んだこと、

それはコロナ禍であってもロータリー活動を

停止しない方法を考えることです。安心安全

のため何もせず過ごすことは簡単ですが、ど

んな時でも前に進むための姿勢が重要と心に

強く刻まれています。時に自分一人では答え

に迷いもありましたが、多種多様の専門家を

擁する当クラブです。歴代会長や先輩会員か

らは様々な精神的なアドバイスを頂き、また

若手会員からは活動の最前線にてご尽力を頂

きました。特に若手会員はいつもは舞台裏で

控え目な印象がありますが、コロナ禍では各

職業の本領発揮を垣間見させて頂きました。

本当にありがとうございました。 

これから後半戦に入っていきます。ガバナー

公式訪問やオープン例会など上半期で延期と

なった行事が目白押しです。ただ上半期で切

磋琢磨した経験で今後の当クラブのフォーメ

ーションは出来上がってきたと思います。 

そして今後、本格的な会員増強が始まります。

会員減少という危機を乗り越えられますよう

皆様のお力をお貸しください。 

本年が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。本年も宜しくお願い申し

上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

副会長 岩楯 信一 

 

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

を迎えられたこととお慶び申し上げます。 

２０２１年は、新型コロナウイルス感染症が

引き続き猛威を振るい、新たに出現したオミ

クロン株の影響もあり、あらゆる活動が制限

され我慢を強いられる状況が続きました。 

そのような環境の中、副会長、クラブ奉仕委

員長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。また、昨年は幹事を

経験させて頂き皆さんのご意見をお聞きしな

がらクラブ運営に携わることが出来ました。 

稲山会長、森幹事、他皆さんに常にフォロー

して頂き、何とか事なきを得ております。 

令和４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お掛けしないよう心掛

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。 

 

 

幹事 森 清正 

 

新年明けましておめでとうございます。 

クラブ会員の皆様に置かれましては、清々し

い新年を迎えられたこととお慶び申し上げます。 

コロナウイルス感染症のため、当クラブの運

営が通年の年のように安定して行えず会員の

皆様には、大変ご迷惑をおかけいたしました。 

稲山会長のおかげで、他クラブとの交流をも

つことができ大変勉強になりました。 

本年は、平常なクラブ運営ができることを願

い新年のご挨拶とさせて頂きます。 

本年も何卒宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

年頭のご挨拶 

持廻り理事･役員会報告  日時：2021 年 12 月 20 日(月)  場所：例会場 
 
＜協議事項＞ １．60 周年記念式典と東分区懇親ゴルフ大会の実行委員長の件  

〇60 周年記念式典実行委員長  多賀之雄 会員  
〇東分区懇親ゴルフ大会実行委員長 荒井知久 会員 

… 承認 
  
稲山、山本昌之、岩楯、森、伊東、小林、大野平、鹿野、市川、中山、森田、後関 



                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月６日 (月 )に 

３回目となる文房

具を、稲山会長・ 

森幹事・山本和夫Ｒ財団委員長と社会奉仕委員

長 大野平の４名で、江戸川区児童相談所はあと

ポートにお届け致

しました。 
児童達の生活面等
に考慮し、事前に
保護課  茂木課長
さんと連絡を取り
ながらはじめて贈
呈式を行うことが
出来ました。以前はコロナ禍で出来ませんでし
たので今回は課長さんと我々だけの贈呈式と考
えていましたが、当日会場に入ってみると課長
さんの計らいで多くの児童たちが我々を暖かく
迎えてくれました。贈呈式では稲山会長から 
茂木課長に文房具セットの幼児用・小学生用・
高学年用を渡しました。子供達から大きな拍手
を頂きました。写真は、贈呈と茂木さんと我々
４人の写真だけにして子供達は一切撮らないよ
うに配慮しました。お渡し後には、お礼のお手
紙や「クリスマスの日も来てくれるかな？」と
温まるお願いがあり、心を打たれ、この事業を
出来たことが本当に良かったと思いました。 
これで今回の事業は出来なくなりますが非常に
残念でなりません。この事業を我々のクラブで
引き続き出来ればと思います。 

（ 社会奉仕委員長 大野平 記 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：１２月１３日(月) 11:00～12:15 

場所：タワーホール船堀２Ｆ「瑞雲の間」 

ｶｳﾝｾﾗｰ：東分区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 荒井知久 様  

東分区幹事    山本昌之 様 

 

荒井知久東分区ガバナー補佐、山本昌之分区

幹事のご臨席を賜り、第２回クラブ協議会が

開催されました。 

協議会は、稲山会長からの会長テーマに基づ

く方針の発表と荒井知久東分区ガバナー補佐

のご挨拶に続き、今年度は、若林ガバナーの

テーマ「世界で、日本で、地域で、良いことを

しよう」と５項目に関する発表を行い、加え

て、五大奉仕委員長、当クラブ固有委員会か

らの具体的な活動方針と実施計画の発表によ

り進行いたしました。 

荒井知久東分区ガバナー補佐からはガバナー

訪問時のアドバイス等も交えてコメントを頂

戴いたしました。とても勉強になりました。 

最後に岩楯副会長から閉会のご挨拶を頂き、

協議会は終了いたしました。 

ご参加の皆様ありがとうございました。 

（ 幹事 森清正 記 ） 

 

 

 

 

 

 

 

江戸川区児童相談所 はあとポート 

文房具贈呈  
Ｒ財団年次寄付 認証品の贈呈 
 

大野平会員 PHF   小林会員 PHF+1 

岡本会員  PHF+2  後関会員 PHF+2 

上野会員  PHF+3  岩倉会員 PHF+3 

 

第２回クラブ協議会 


