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[本日の卓話] ６月２６日 

 

２０１６～２０１７年度 最終例会 
   

三役退任挨拶  

 

[次回の卓話] ７月３日 

 

２０１７～２０１８年度 初例会 
   

三役就任挨拶     

・・・・・・・・・・・・・ 第２４３８回  ２０１７年６月１９日  例会報告 ・・・・・・・・・・・・・ 
 

■点鐘・ロータリーソング・今月の歌 
「 我等の生業 」「 あめふり 」 
■来客紹介 … なし 
■出席状況報告（前々回訂正出席率） 
  45名中 36名出席 出席率 85.71％ (5/29…100％) 
■会長報告  
○6/7(水)東武ホテルレバント東京で開催の RE-5新
旧引継ぎ三役会に、荒井会長・関口副会長・多賀
幹事(次年度副会長)・稲山次年度幹事の計4名で
出席しました 

○本日10時より 東武ホテルレバント東京にて 次年
度第2回 会長・幹事セミナーが行われており、当
クラブ次年度関係各位(山本ガバナー補佐・中山
分区幹事・山本(昌)分区副幹事・森田会長・稲山
幹事)が参加しています 

○アトランタ国際大会 参加報告。6/10～15で荒井
会長・岩倉元会長・多賀幹事の3名で参加して参
りました 

○マツヤサロン並びにピアニストへお中元を贈呈します 
○岩倉元会長より、アトランタ国際大会会場の  
「友愛の広場」でバ
ナー10枚を交換して
きました。ナイジェ
リア2クラブ・台湾2
クラブ・アメリカ・
トルコ・イタリア・
インド各1クラブ 

■幹事報告 … なし 

■委員会報告 
○親睦活動委員会(柴田委員長)…6/6(火)割烹いこ
いで「新入会員歓迎会」を開催し、会員26名・新
会員2名の総勢28名と多数のご参加を頂き、大変盛
り上がりました。ありがとうございました 

○ゴルフ同好会(芦﨑委員長)…6/16(金)第5回ゴル
フコンペ(会長杯取り切り戦)結果報告。優勝松井
さん､２位岩楯さん､３位田中さん。会長杯取り切
り戦は、岩楯さんが優勝しました 

○IAC委員会(次年度 田中委員長)…第54回IAC年次
大会が8/6(日)関東第一高等学校で行われます。全
員の登録・参加をお願い致します。詳細は本日FAX
にて連絡します 

○(次年度稲山幹事)代行 次年度伊東副幹事…次年
度 第2回クラブ協議会開催のご案内。7/24(月)例
会終了後13:40～、グリーンパレス5F｢常盤｣、カウ
ンセラーを飯田元会長にお願いしました。次年度
関係各位の皆様の出席をお願いします 

○ﾊﾞｰﾘﾝｹﾞｲﾑRC委員会(菅谷副委員長)…7/14(金)ﾊﾞｰ
ﾘﾝｹﾞｲﾑからの交換留学生と付添人を、三鷹の森 
ジブリ美術館に案内します。あと6人分チケットが
ありますので参加希望者はお申し出下さい 

■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    関口眞司  
職業奉仕委員長     森  清正  
社会奉仕委員長     稲山雄一 (代行：芦﨑副委員長) 
国際奉仕委員長     田中吉嗣  
青少年奉仕委員長   小林  司  

Weekly Report 

ROTARY SERVING HUMANITY

 Ｓｔｕｄｙ Ｒｏｔａｒｙ

東京江戸川ロータリークラブ 

中村勘三郎(初代～13代)松本幸四郎(4代～6代) 

市村羽左衛門(初代～17代)坂東彦三郎(3代～7代)などが眠る 



                                 

 

会長 荒井知久 

伝統ある東京江戸川ロータリークラブ第 53

代会長の職務を、歴代の諸先輩方のように、

無事に勤め上げることが出来るのかと不安の

なかで始まったこの一年も、会員の皆様のご

協力や諸先輩方の助言により、なんとか無事

に職務を終えられそうなところまで参りまし

た。 

今年度は、若輩者の私でもクラブ運営をスム

ーズに行えるよう、関口眞司さんと西川昭雄

さんのお２人に副会長をお願いし、幹事には、

人生の先輩であり、その豊富な経験から貴重

な助言をいただけるよう、多賀之雄さんに就

いて頂きましたが、こうした方々のご尽力の

みならず、会員の皆様のご協力により、なん

とかこの大役をやり通せる目途がたちました

こと、この場をお借りして厚く御礼申し上げ

ます。誠にありがとうございました。 

今年度、上山昭治ガバナーのモットーが「親

睦と研修」とされたことから、私も「ロータ

リーの理念」について、より一層理解を深め

ていこうと考え、会長テーマを「ロータリー

を学ぼう」とし、当クラブでも勉強会を催し

ました。そのため、理念については相応の理

解が深まったと感じておりますが、その実践

については、まだまだ道半ばであることを実

感しています。ロータリーについての知識と

実践は、今後も私自身のテーマとして、この

１年で終わらせずに、私なりに一歩ずつ学ん

でいこうと思います。 

昨年 7 月、当クラブから 4 名を派遣した、バ

ーリンゲイムロータリークラブとの短期交換

留学では、「グーグル社内見学」などの貴重な

経験をした彼らが、短い期間にもかかわらず、

帰国後の留学生発表会に少し成長した姿で臨

んでいる姿を見て、この交換留学の意義を実

感できたことがとても印象的でした。なお、

次年度には、7 月 9 日から 8 日間、留学生を 4

名受入れる予定になっております。今後も継

続して派遣や受け入れが出来るよう皆様のご

協力をお願い致します。 

振り返ると、私がこの大役のお話を頂いたと

きは、諸先輩方が育んできた当クラブの歴史

に対して、実感できていなかったと感じてい

ます。元来、私は考えるよりも行動してしま

うタイプの人間ですので、「やってやろう」と

か「頑張れば何とかなる」という勢いで生き

てきました。今回もその流れでお受けした感

がとても強かったと記憶しています。しかし、

多くの催事や、国内外の姉妹クラブとの交流

を通して感じたことは、これまでの歴代の会

長様や諸先輩方が種を蒔き、育んだ東京江戸

川ロータリークラブの歴史は、やはり５０年

以上の歳月をかけたものがあるなという「重

み」でした。当クラブ創立 53 周年記念例会や

東分区懇親ゴルフ大会などでは、東分区鈴木

秀史ガバナー補佐はじめ、多くの役員の皆様、

また、時には国内外の姉妹クラブからも大勢

の方々に出席頂き、盛り上げていただきまし

たし、いわき勿来ロータリークラブ創立 55 周

年記念式典や韓国のセ・ソウルロータリーク

ラブ創立 49 周年記念例会に参加させていた

だくことができるのも、諸先輩方が育んでき

た歴史の一端に疑いないと感じています。 

また、帝国ホテルで催された忘年家族会では、

子供たちの楽しそうな笑顔にふれ、私まで幸

せを感じたことは、ひとつの達成感として印

象深いものでした。特に、私が体調不良によ

り参加できない事態となった 10 月の東分区

懇親ゴルフ大会及び 11 月の台北東ロータリ

ークラブ創立 53 周年記念例会訪問では、皆様

の惜しみないご協力により、滞りなく対応す

ることができたことは、皆様との絆を感じる

とともに、感謝の気持ちでいっぱいとなった

出来事として心に残っています。このように、

時には迷い、時には立ち止まり、先輩の助言

にすがりながらも、なんとか凌いだこの１年

ですが、とても楽しく、有意義な一年でした。

今後はよりいっそう健康に留意しながら、こ

の経験を活かし、身の丈にあったロータリー

活動をしていきたいと思いますので、皆様の

ご指導ご鞭撻を宜しくお願い致します。 

なお、次期森田会長年度早々には、７月にバ

ーリンゲイムロータリークラブから短期交換

留学生の受け入れ、８月には、インターアク

ト年次大会のスポンサークラブの大役があり

ますので、滞り無く引き継げるよう併せてご

協力いただければ幸いです。 

 

副会長 関口眞司 

荒井会長年度の副会長を退任するにあたり、

感謝を込めてお礼のご挨拶を致します。会長

テーマ「ロータリーを学ぼう」を目標に、一

年間活動実践をして参りました。会長を補佐

し、各奉仕委員長の皆様と共に親睦を深めな

がら務めて参りましたが、会長・幹事に補佐

をして頂いた思いです。皆様方のご理解とご

協力に感謝申し上げます。 

＊ 退任のご挨拶  ＊ 



                                 

  本日合計      97,000 円 

今期累計 3,057,560 円 
副会長 西川昭雄 

荒井年度の副会長を退任するにあたり、お礼

のご挨拶をさせて頂きます。 

荒井会長のテーマ「ロータリーを学ぼう」を

一年間考えてきましたが、やはりロータリー

の基本は人の絆であり、親睦であると再確認

致しました。例会はもとより、忘年家族会、

親睦旅行といった各種行事では、親睦活動委

員会やＳＡＡの各委員の方々の団結力そして

行動力には唯々感心させられました。荒井会

長の念願であった帝国ホテルでの忘年家族会

が大盛況で終わる事が出来たのも、この会員

の方々の力ではなかったでしょうか。会員の

皆様にはとても感謝申し上げます。また、私

がなんとか副会長職を全うできたのも、関口

副会長によるところが大きかったです。関口

副会長に感謝申し上げます。最後に、会員の

皆様この一年間、ご協力頂き本当に有難うご

ざいました。 

 

幹事 多賀之雄 

第 53 代荒井会長の下、幹事という大役を仰せ

つかり早一年が経ってしまいました。 

準備期間中はまだかまだかと長く感じており

ましたが、いざ始まったらロータリーの事ば

かりに追われて四苦八苦する毎日でロータリ

ーに明け暮れてましたが、今では楽しい思い

出ばかりが残っています。 

幹事は会長の黒子に徹して動けば良いと考え

て行動していましたが、先輩から最初のころ

は「もっと前に出ろ」と教えられ、半年過ぎ

たら「前に出過ぎないように」と有難い温か

な言葉を頂きました。入会して９年経ちまし

たが、我がロータリークラブのメンバーは皆

さん懐が大きく、いつも温かな目で見て下さ

ったお蔭で幹事として色々失敗も有りました

が、何とか無事に終えられほっとしてます。 

一番思い出に残ったのは忘年家族会でした。

荒井会長の思い出の場所で開催出来、166 名

もの沢山な人達が参加して下さり大変盛り上

がりました。 

会員の皆様やご家族の方々にも喜んでいただ

けたのではないかと自負しています。ただ一

つ残念だったのは私のスポンサーである横山

さんが体調を崩して急遽不参加となったこと

でした。 

今後は一会員として身の丈に合ったロータリ

ー活動をしていきたいと思っています。一年

間皆様に支えていただき有難うございました。 

 

 
関口君…本日卓話を致します、一年間ありがとう

ございました 

荒井君…ｱﾄﾗﾝﾀ国際大会では岩倉さん･多賀さん

大変お世話になりました 

岩倉君…ｱﾄﾗﾝﾀ国際大会では荒井会長･多賀さん

大変お世話になりました 

多賀君…ｱﾄﾗﾝﾀ国際大会では荒井会長･岩倉さん

大変ご厄介になりました 

荒井君､多賀君､岩倉君､横山君､須賀君､宇多君､

田中君､大野(平)君…第5回ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ及び取り

切り戦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。岩楯さん取り

切り戦優勝おめでとうございます 

松井君…ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ最終戦、楽しませて頂きました。

来期も頑張ります 

岩楯君…6/16(金)第5回ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ鷹之台ｶﾝﾂﾘｰ倶

楽部で会長杯取り切り戦で優勝することが出

来ました。一緒にﾌﾟﾚｰをして下さった横山さ

ん･須賀さんありがとうございます。荒井会長 

ありがとうございます 

芦﨑君…5回ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ及び取り切り戦参加の皆さ

ん暑いなかお疲れ様でした。今年度一年間色々

とお世話になりました 

野﨑君…6/6新入会員歓迎会を開いて頂きありが
とうございました。半年が過ぎ楽しいだけの
日々でしたが、やっとお仲間として認めて頂け
た気がします。地域や社会に少しでも奉仕でき
る様、ﾛｰﾀﾘｰの精神を勉強し実践していきたい
と思います。今後共宜しくお願いします 

中島君…いつもありがとうございます。次年度も

宜しくお願い申し上げます 

伊東君…新入会員歓迎会では皆様にお世話にな

りありがとうございました 

柴田君…新入会員歓迎会ご参加ありがとうござ

いました。伊東さん写真ありがとうございます 

梅田君…ｱｼﾞｱのｲﾝﾌﾗ投資が 2,900兆円程の金額に
なるようで、これから益々道路(橋を含む)工事
が増加される予定だそうです。工事の受注に努
めたいと思います 

飯田君…森田さんこの度は色々お世話になりあ

りがとうございました 

増田君…息子のお別れ会が終わりました。ﾒﾝﾊﾞｰ

の皆様にはお世話になりました 

上野君､宇多君､西川君､小林君…ニコニコ  大野

(平)委員長、目標達成おめでとうございます。

一年間お疲れ様でした 

大野(平)君…荒井さん･多賀さん･田中さん･佐久

間 (唯 )さん先日はありがとうございました／

保土田さん･伊東さん昨日はお世話になりあり

がとうございました 

佐久間(道)君､飯田君…柴田さんこの一年写真を

その都度撮って頂き誠にありがとうございます 

保土田君､岡本君､久保田君､岩倉君､西川君､多賀

君､森君､小林君､川野君､芦﨑君､大野 (平)君…

柴田さん･伊東さん写真ありがとうございます 



                                 

 

 

 

6 月 2 日(金)～3 日(土)の 2 日間、職業奉仕委

員会と親睦活動委員会合同企画にて、名古屋

の「トヨタ会館」「キリンビール名古屋工場」

「トヨタ博物館」の見学研修をしてきました。 

「トヨタ会館と博物館」では、トヨタの歴史・

自動車の歴史を学びました。自動車を通じて

の時代の流れ、そして速さ、技術の進歩を感

じました。そして「キリンビール工場」では

作業工程そして試飲をしてきました。このビ

ール工場には、横山巌

会員の会社から「バル

ブ」が納品されており

一段と親密感を感じな

がら見学をいたしまし

た。宿泊は、「長良川温泉・十八楼」にお世話

になり夕食を兼ねながら「鵜」についての説

明そして「鵜飼鑑賞」を舟の中からいたしま

した。帰りに「熱田神宮」にて会員みんなで

参拝をし、東京に帰ってきました。参加会員

みな事故・けがもなく、勉強そして絆を深め

られた二日間でした。 

当日、多くの皆様からご寄附を頂きそして 

お気使いを頂き大変感謝申し上げます。 

（ 職業奉仕委員長 森清正 記 ） 

（ 写真撮影 親睦活動委員長 柴田憲男 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職場見学研修を兼ねた 

親睦旅行 記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
6 月 6 日(火)18:30～｢割烹いこい｣ にて中島健午会員（2016 年 10 月 24 日入会）、野﨑信会
員（2016 年 12 月 19 日入会）の 2 名をお迎えして、新入会員歓迎会が行われました。当日
は、 会員 26 名・新会員 2 名の総勢 28 名と多数のご参加を頂きました。約 2 時間と限られ
た時間ではありましたが、大いに親睦を深めることが出来、楽しい一時となりました。   
ご参加の皆様、有難うございました。（ 親睦活動副委員長 川野克博 記 ） 

新
入
会
員 

歓
迎
会 


