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[本日の卓話] ６月２９日 
 
 
２０１４～２０１５年度 最終例会  

 
 

三役退任挨拶  
 

 

[次回の卓話] ７月６日         
 
 
２０１５～２０１６年度 初例会  

 
 

三役就任挨拶  
 

・・・・・・・・・・・・・ 第２３５５回  ２０１５年６月２２日  例会報告 ・・・・・・・・・・・・・ 
 

■点鐘・ロータリーソング・今月の歌 

「 それでこそロータリー 」「 あめふり 」 

■来客紹介 

〇ビジター1名 

矢島 寛 様（ 東京江北 RC ） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 

  52名中 39名出席 出席率 86.67％(6/1…100％) 

■会長報告 

〇6/17(水)RE-5新旧引継三役会を、タワーホール船

堀｢松･桜の間｣で行いました 

〇ニコニコ委員長の小林さんより、ニコニコの目標

達成のお礼にロータリーマークが入った金色の

｢しおり｣を頂きました。皆様のラックに入れまし

たのでお持ち帰りください 

〇6/18(木)須賀会員の会社創立 20 周年記念祝賀会

がここタワーホール船堀で行われました。約 320

名の参列者があり、RCからも多くの会員が出席し

ました  ～ 須賀会員よりお礼の挨拶 ～ 

■幹事報告 … なし 

■委員会報告 

〇親睦活動委員会(岩楯委員長)…本日、屋形船  

｢あみ貞｣にて新会員歓迎会を開催致します。出席

者は 35名です。船堀セブンイレブン前より 17時

に送迎バスが出発しますのでご集合下さい 

〇ゴルフ同好会(関口委員長)…6/16(火)第 5回ゴル

フコンペ取り切り戦が水海道ＧＣにて行われまし

た。優勝は松井会員です。松井会員は通算でも   

優勝されダブル優勝となりました  

～ 松井会員より挨拶 ～ 

〇バーリンゲイム RC 委員会(山本(昌)委員長)…

6/19(金)バーリンゲイム RCの小林会員、ホストフ

ァミリーと留学生受け入れの打合せをしました。

また 6/29(月)例会終了後、次期会長・幹事・ホス

トファミリーと打合せを行いますので宜しくお願

い致します 

■本日の卓話 

「 五大奉仕委員長 年間活動実績報告 」 
 

クラブ奉仕委員長  後関和之  
職業奉仕委員長    飯田   弘  
社会奉仕委員長    森   清正  

(代 理 :山 本 (昌 )会 員 ) 
国際奉仕委員長    菅谷政樹  
青少年奉仕委員長  田中伴司  

Weekly Report 

Ｌｉｇｈｔ Ｕｐ Ｒｏｔａｒｙ

Ｂｅ ｐｒｏａｃｔｉｖｅ ａｎｄ move ｆｏｒｗａｒｄ

東京江戸川ロータリークラブ 

えどがわ百景 一之江抹香亭 



                                

 

東京江戸川 RC の会長を退任するに当たり、

感謝を込めてお礼を述べさせて頂きます。 

我クラブは昨年度５０周年を終え、名実と

もに老舗のクラブと成りました。その江戸

川 RC が１００周年を目指す初年度として

「新たな一歩、前向きにトライして見よう」

と言う会長テーマを揚げさせて頂きまし

た。諸先輩が脈々と築いて来たロータリー

精神を受け継ぎ、時代に即した委員会運営

をトライして頂く事をお願いして参りました。 

今年度の姉妹クラブに関しましても、台北

東 RC、セ・ソウル RC の記念例会には多賀委

員長・関口委員長のご努力により、多数の参

加者のお蔭で両クラブとの友情は確実に深

まりました。 

新しく姉妹クラブに成りました、いわき勿

来 RCに於いても森田委員長のお蔭で着実に

友好が深まっております。またバーリンゲ

イム RCとは山本昌之委員長と菅谷国際奉仕

委員長のご努力により、次年度より隔年で

すが夏休みを利用して子供達のホームステ

イが決まりました。その他の委員会運営も

前向きにトライして頂いた事に対し感謝の

念に堪えません。 

今年度の後関副会長、西川幹事はお二人と

も人生の先輩でありますが、若い私を盛り

立てて頂き、お二人のお蔭で無事責務を果

たすことが出来ました。只々感謝であります。 

最後に我クラブは松井会長年度より昨年度

まで出席１００％を続けて参りました。残

念ながら本年度でその記録は途切れてしま

いましたが、その事よりも我クラブの例会

当日の出席率の高さと、そしてこの３年間

退会者を一人も出していないクラブで有る

事を、私は誇りに思っています。その要因

は、当クラブの仲間や先輩の言動行動を拝

見して、自分自身を見詰め直している事が、

上記の行動に繋がっていると思っています。 

亡くなられた田中猛男さんがロータリーは

人生の道場だと申していましたが、今後も

諸先輩の築いて来た精神を継承して、４９

年後に素晴らしい１００周年を迎えられる

事を願いまして、退任の挨拶とさせて頂き

ます。有難う御座いました。 

 

 

 
 

 

 

山本年度の副会長を退任するにあたり、  

感謝の気持ちを込めてお礼のご挨拶をいた

します。 

今年度は創立５１周年目に当たり「新たな

一歩、前向きにトライして見よう」をターゲ

ットに活動をしてきたわけですが、色々な

形で新たな活動の芽生えが出来てきたよう

に思います。 

いわき勿来 RC との姉妹提携、バーリンゲイ

ム RC との子供たちの交換、交流システムが

出きたこと、江戸川区内の５クラブで「区民

祭り」に参加してロータリークラブの知名

度を高めるための活動をしたこと、「ロータ

リーデイ」ということで会員以外の参加を

求めて会合を開いたりしたことなどです。 

クラブ内では、結婚記念日と誕生日のプレ

ゼントが食品に変わったこと。これは山本

会長と岩楯さんの組み合わせだからできた

ことだと思います。ただ食品であるために

欠席会員にはその日の内に届けるというご

苦労を岩楯さんはなさったようですが。 

出席１００％が途切れたことも大きな出来

事と言えます。これも会員の自クラブへの

出席率が９０％を超えていること、退会者

が数年にわたり出ていなかったことなどを

考え合わせれば、私は自然なことであり、良

かったことと思っています。 

いずれにしても次の５０年につながる１年

目、おもしろおかしく、楽しい１年でした。

会長、幹事、会員の皆様、ありがとうござい

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

本日合計       82,000 円 

今期累計   2,848,496 円 

 

 

 

 

 

 

山本会長のもとで幹事を務めさせて頂き、

何とか任期を全う出来たのは、偏に山本会

長・後関副会長そして会員の皆様のご協力

と温かいお気持ちによるところと思ってお

ります。 

私事ですが、幹事としてクラブ活動に携わ

るようになって少し視野が広がった気がし

ます。幹事という立場上、積極的に活動に参

加するようになり、ロータリーの面白さや

会員の皆様の優しさがよく解るようになり

ました。これが皆様の言う「ロータリーの素

晴らしさ」だと、ようやく気付かされまし

た。 

この一年間を振り返ると、走馬灯のように

いろいろな出来事が思い浮かびます。しか

し、結局は皆様方に助けられてこの一年間

を過ごしてきたのだなと感じるところで

す。 

本当に皆様有難うございました。 

 

 

 

 
多賀君…松井さん 優勝おめでとうございま

す。祝賀会楽しみにしてます 

芦﨑君…松井さん 先日は貴重なアドバイス 

ありがとうございました 

岩倉君…山本(昌)さん 先日はありがとうご

ざいました 

森田君…6/19(金)の交換留学生打合せ会、山

本(昌)さん ご苦労様でした 

山本(昌)君…荒井さん ご馳走になりました 

増田君…１才になった孫が、忘年家族会で頂

いたおもちゃで遊んでいます 

市川君…いつも皆さんお元気で 

川野君…◎菅谷さん・久保さん・小林さん 大

変お世話になりました  ◎田中 (伴 )さん 

先日は大変お世話になりました ◎小林さ

ん 良い物を頂きありがとうございます 

梅田君…小林ニコニコ委員長ありがとうござ

います。残り一回頑張って下さい 

中山君…小林ニコニコ委員長、一年間ご苦労

様でした 

森君…ニコニコご苦労様です 

 

 

東京江北 RC 矢島様…西川幹事 あと一回 も

う一回です。一年間ご苦労様でした 

佐久間君、大野(達)君、岩倉君、横山君、金子

(栄)君、後関君、田中 (吉)君、芦﨑君…   

須賀さん 瑞江セレモ創立 20 周年おめでと

うございます 

久保田君…須賀さん 創業 20 周年記念おめで

とうございました。素晴らしい宴席でのご

馳走 ありがとうございました 

山下君、森君…須賀さん 瑞江セレモ創立 20

周年おめでとうございます。ご馳走様でした 

荒井君、田中(伴)君…須賀さん 瑞江セレモ創

立 20 周年おめでとうございます。お世話

になりました 

西川君…須賀さん 瑞江セレモ創立 20 周年お

めでとうございます。そして ありがとう

ございました 

岡本君…須賀さん レジェンドの江戸川区歌

もすばらしかったですね。ありがとうござ

いました 

柴田君…須賀さん 瑞江セレモ創立 20 周年記

念式典は大変すばらしかったです。レジェ

ンドの歌も感激しました。山下さんはじめ

2 次会では皆様に大変お世話になりました。

マッコリ怖い 

小林君…須賀さん ㈲瑞江セレモ創立 20 周年

おめでとうございます。盛大な祝賀会にお

招き頂きまして ありがとうございます 

飯田君…須賀さん 瑞江セレモ創立 20 周年記

念にお招き頂きながら出席出来ず申し訳

ございません。早速 記念品をお送り頂き

感謝申し上げます 

大野(平)君…須賀さん 創立 20 周年おめでと

うございます。祝賀会には所用で失礼しま

したのにご丁寧にありがとうございまし

た。これからも よろしくお願いします 

松井君…第 5 回コンペと取り切り戦に優勝さ

せて頂きました。楽しくゴルフが出来て有

終の美を飾れたのも同好会の仲間のお陰

です。次年度も上位を狙って頑張ります 

山本(和)君、大野(平)君…松井さん、本年度

ゴルフ取り切り戦 優勝おめでとうござい

ます 

荒井君…第 5 回ゴルフコンペ参加の皆さん 

お世話になりました。松井さん 優勝おめ

でとうございます 

関口君…第 5 回ゴルフコンペお疲れ様です。

松井さん Ｗ優勝おめでとうございます 

 



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月２２日(月)、 

２０１３年７月から２０１５年４月の間にご

入会されました、５名の会員の方々をお迎え

して｢新入会員歓迎会｣が行われました。 

当日の宴席会場は 屋形船｢あみ貞｣さんで、 

会員３１名、新会員４名(伊東さんは体調不良

の為キャンセル)の総勢３５名にて、晴海の 

あさしお乗船場を午後６時に出発しました。 

屋形船は、絶景のレインボーブリッジをくぐ

り お台場海浜公園前に停船、約２時間弱と 

限られた時間ではありましたが、皆さんで  

楽しく親睦を深めることが出来ました。 

会員の皆様には多数ご参加頂きまして、あり

がとうございました。 

（ 親睦活動委員長 岩楯信一 記 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


