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[本日の卓話] ６月２５日     
２０１７～２０１８年度 最終例会 

 
三役退任挨拶 

 

 

[次回の卓話] ７月２日 
     

２０１８～２０１９年度 初例会 

 

三役就任挨拶 

・・・・・・・・・・・・・ 第２４７８回  ２０１８年６月１８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 
〇ご来賓３名 
金 子 勝 明 様（ 東京東ＲＣ会長 ） 
高 野 仁 男 様（ 東京東ＲＣ次年度会長 ） 
林  秀 行 様（ 東京東ＲＣ次年度幹事 ） 

〇ビジター１名 
森 本  弘 様（ 東京東江戸川ＲＣ） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 
49名中 46名出席 出席率100％ (6/4…100％) 

■会長報告 

〇東京東RC金子会長、高野次年度会長よりご挨拶 

〇6/15(金)第5回ゴルフコンペ(会長杯 取り切り

戦)、及び終了後の｢割烹いこい｣での納会ご参加

の皆様ありがとうございました。詳細は委員会 

報告にてさせて頂きます 

■幹事報告 … なし 

■委員会報告 

〇山本ガバナー補佐…6/12(火)ホテル雅叙園東京

にて第2580地区納めの会が開催され当クラブか

ら5名が出席しました（上野ＰＧ・山本ガバナー

補佐・中山分区幹事・渡邉静彦会員ご夫妻） 

〇ゴルフ同好会(芦﨑委員長)…6/15(金)第5回ゴルフ

コンペ(会長杯 取り切り戦)が鷹之台カンツリー 

倶楽部で開催されました。( 優勝 田中さん )    

会長杯取り切り戦は、松井さんが会長賞を取りまし

た。また終了後の｢割烹いこい｣での納会・表彰式には

17名の方にご参加頂き盛会に終えることが出来まし

た。ご参加の皆様ありがとうございました 

〇次年度山本(昌)幹事…7/9(月)次年度第３回クラブ

協議会を開催します。ご案内をFAXしますので、次年

度委員長及び新入会員の方は出席をお願いします 

〇次年度IAC委員会(柴田委員長)…8/5(日)開催の第55

回IAC年次大会の参加・登録寄付合計が133,000円と

なりました。ご協力をありがとうございました 

 

■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 多賀之雄  
職業奉仕委員長  久保  克  
社会奉仕委員長  菅谷政樹  
国際奉仕委員長  岩楯信一  
青少年奉仕委員長 柴田憲男  
 
 

 

Weekly Report 

ロータリー：変化をもたらす 

ROTARY:MAKING A DIFFERENCE 

ＲＩ会長 イアン H.S. ライズリー 

温 故 知 新 
 VISITING OLD、LEARN NEW 

東京江戸川ロータリークラブ会長 森田知行 
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会長 森田知行 
 
伝統と格式ある、東京江戸川ロータリークラ
ブ会長として、クラブの重責を感じながら、
緊張と不安一杯の中、手探りでスタートした
グリーンパレスでの初例会。若手で、スピー
ド、実行力のある稲山さんに幹事をお願いし、
副会長には、経験豊富な多賀さんに就いて頂
き、一年間なんとか大役を全うする事が出来
ました事、皆さんに感謝を申し上げます。 
 
会長就任時に、クラブテーマを「温故知新」
とし、先人達が磨き築き上げてきた歴史を 
継承していくにあたり、スタート時、伸び悩
んでいる会員数44名の確保を維持しながら、
各委員会の予算を切り詰めた活動を実施して
頂く計画を立て、会員増強活動に努めて参り
ました。会期後半には増強活動が実を結び、
新入会員として、渡邉静彦さん、久米淳美さ
ん、鹿野收さん、髙橋桂治さん、市川充さん
と、会員の皆さんのご紹介・ご協力により、
５名の方々に入会を頂きました。誠にありが
とうございました。 
 
着任早々、姉妹クラブバーリンゲイムロータ
リークラブより、交換留学生4人が来日、当ク
ラブ例会に出席、また江戸川区長へ表敬訪問、
関東第一高等学校生徒と一緒の授業を受け、
当クラブの半纏を着ながら、人力車に乗った
りし、浅草の街を楽しみ、三鷹の森ジブリ  
美術館を見学したり、日本の異文化に触れて、
楽しみながら日本の夏を満喫していた。又、
同時に来日していたバーリンゲイムロータリ
ークラブのメアリー･マーフィーさん、小林誠
さん達は、岩倉会員の奥様のお計らいで、  
清水寺、三十三間堂、金閣寺など散策し、  
古都京都を楽しまれた。交換留学生のプログ
ラムも費用を要しますが、国際交流の観点か
らも、今後も継続していきたいと思います。
山本昌之さん大変ご苦労様でした。 
 
今年度の、第54回インターアクト年次大会は、
当クラブがスポンサークラブとなり、関東第
一高等学校インターアクトクラブがホスト校
となり、8月6日(日)に開催されました。岡本
実行委員長を中心に、沖縄から参加の生徒さ
んを迎える準備やバスの手配、迎賓館や建設
中の国立競技場などの都内見学、葛西臨海 
公園でのバーベキュー、江戸川伝統工芸体験
を楽しみながら、今年度のターゲット「今」
何が出来るか・・・夢・希望・私・・・につい
て、参加校のインターアクターより、研究  
発表がなされました。計画から実施まで、  
当クラブ会員各位の力が結集された、素晴ら
しく充実した大会となった。真夏の暑い中 
ありがとうございました。 

東日本大震災 福島第一原子力発電所事故に
より、長く避難生活を続けている方々の為の
施設、復興公営住宅勿来酒井集会所が完成し、
ロータリー財団地区補助金制度を活用し、 
姉妹クラブである、いわき勿来ロータリーク
ラブの協力を得て、大型液晶テレビ・ブルー
レイディスクレコーダー・冷蔵庫・テレビ台
の贈呈事業を行なった。贈呈式の模様は、  
地元新聞にも掲載され、大きな反響を与えた
事業となった。まだまだ完全復興に向けては、
大きな時間がかかりますが、これからも風化
させずに目を背けることなく、一歩ずつでも、
復興に向けて前進出来るよう、支援活動を 
続けて参りますので、今後ともご協力の程、
宜しくお願い致します。 
 
12月16日(土)に開催致しました忘年家族会は、
タワーホール船堀にて催し、森委員長をはじ
めとするSAA委員会、小林委員長はじめ親睦活
動委員会の皆さんにより、準備や設営を手掛
け、ご来賓の方々のおもてなしまでもお世話
頂きありがとうございました。関東第一高等
学校インターアクトクラブ桑原顧問をはじめ、
インターアクトクラブの生徒さん、インター
ナショナルクラブ丸橋顧問、派遣留学生   
荒井雅日さん、原彩女さん、長谷川寧々さん、
濱辺くるみさん、米山奨学生の焦一然さんも
お招きした。また、今年はローターアクト  
クラブの皆さんにも出席頂き、懇親会に於い
てローターアクターによるクリスマスソング
などの歌も披露され、稲山心絆ちゃんがステ
ージにて歌を熱唱された。和やかで楽しい、
手作り感のある忘年家族会になりました。 
ありがとうございました。 
 
姉妹クラブ台北東ロータリークラブ創立54周
年記念例会は、11月4日(土)に開催され、当ク
ラブから9名が出席した。夏鋭民会長を中心に、
記念式典が盛大に開催され、我々東京江戸川
ロータリークラブは熱烈な歓迎を受けました。
今後も、信頼と友情を一層深め、次年度は  
当クラブと台北東ロータリークラブも創立 
55周年を迎えるにあたり、より良い関係を 
末永く続けて参りたいと思います。 
 
3月28日(水)に開催された、セ・ソウルロータ
リークラブ創立 50周年記念式典へ、 14名の
方々と出席した。当クラブとの姉妹クラブ 
締結以来、28年間両クラブの相互理解と友好
が続き、コツコツと積み上げてきた諸先輩方
の功績をたたえ、今後も信頼と友情を一層 
深めて参りましょう。今後、国内外の姉妹  
クラブと交流を進め、友好を更に深め、先輩
諸氏が築き上げてきた信頼と友情を如何に 
継続していくかを考えて、頑張って行きたい
ものです。 
 
結びに、御礼を尽くせない事が多くございま
すが、この一年間、不肖な会長を支えて頂き
ました会員各位のご協力に、改めて感謝を 
申し上げます。 

退任のご挨拶 



                                 

副会長 多賀之雄 
 
森田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挨拶を致します。 
今年度は開始早々にバーリンゲイムの交換
留学生4名を迎えウエルカムパーテイーや、
引率された小林さんとメアリー･マーフィーさん
を岩倉会員の奥様にご尽力を賜り、京都を 
案内しました。京都らしいじめっとした蒸し
暑い二日間でしたが、とてもお二人に喜んで
頂き案内した甲斐が有ったと思いました。 
8月には第 54回インターアクト年次大会を 
関東第一高等学校で開催し、岡本実行委員長
を中心に会員の皆様のご協力のお蔭で大成功
に終えられました。新年度開始早々に大きな
行事が重なり、準備も思うようにままならな
かったが、さすがロータリアンやるときには
やるもんだと改めて感心しました。 
森田会長は曲がったことが大嫌いでとても
シンプルでやりやすかったです。この陰には
若いながら幹事の稲山会員がしっかりフォ
ローしていたので、出る幕がなく楽な一年で
した。次年度もこのように楽に行けるように
と願っています。 
 

幹事 稲山雄一 
 
森田会長、多賀副会長のご指導のもと、幹事
という職務を終えようとしています。これも
ひ と え に 会 員 す べ て の 皆 様 の ご 協 力 や  
諸先輩方の助言があったからこそ、一年間 
全うすることが出来たと思います。本当に 
心より感謝申し上げます。 
この一年間を顧みると、私にとって充実した、
学ぶことの最も多い一年でありました。ただ
会員の皆様には至らない点も多かったと 
反省しています。もともとロータリーについ
て勉強不足であり、自分の職業柄、組織的 
活動には不慣れであります。 
本来、「幹事は会長を補佐」しなければなりま
せんが、「会長が幹事を補佐」する場面も多く、
森田会長には「２度目の幹事を経験させてし
まったのではないか」と反省しています。 
しかし、その中で森田会長や多賀副会長から
ご教示頂いたこと、また会員皆様のご協力や
アドバイスを頂きながら様々な行事に参加
できたこと、そして何より森田会長の仕事 
ぶりを特等席で拝見できたこと、この経験は
私にとって宝物です。言葉で言い尽くすこと
ができません。失敗した分だけ多くを学びま
した。今後も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、ご指導  
ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。 
最後になりますが、何時もサポートして頂い

た副幹事の伊東さん、佐久間(唯)さん、そし

て、事務局の松本さん、本当にありがとう 

ございました。 

 

 

 
東京東RC会長 金子様…本年は大変お世話になり

ました。先日も当クラブに来ていただきありが
とうございました。本日は佐藤幹事所用の為 
訪問出来ませんが宜しくお願い致します 

東京東RC次年度会長 高野様､次年度幹事 林様…
本日はお世話になります。東京東RC次年度会長 
高野・幹事 林です。一年間宜しくお願い致します 

東京東江戸川RC森本様…お世話になります 
森田君…東京東RC会長 金子様・次年度会長 高野

様・次年度幹事 林様ようこそ 
稲山君…東京東RC会長 金子様・次年度会長 高野

様・次年度幹事 林様、本日は足元の悪いなか
お越し下さいましてありがとうございました 

増田君…東京東RCさん歓迎致します 
大野平君…五大奉仕委員長の年間活動実績報告

楽しみにしています 
西川君…第2回クラブ協議会では皆様に出席して

頂きありがとうございました 
小林君…森山記念病院の概要が出来ましたので

ラックへ配布させて頂きました。宜しくお願い
致します。今週の親睦旅行楽しみです。皆様 
お手柔らかにお願い致します 

芦﨑君…6/15(金)2017-18年度最後のゴルフコン
ペに参加の皆さん、雨の中のプレーお疲れ様で
した。優勝された松井さん･田中さんおめでと
うございました。一年間ゴルフ同好会の皆さん
には、至らない幹事のもと色々とご協力頂き 
ありがとうございました 

松井君…会長賞取切戦で受賞の栄を得ました。 
参加の皆様ありがとうございました 

田中君…先日の同好会ゴルフでは皆様お世話に
なりました。松井さん取切戦優勝おめでとうご
ざいます。芦﨑ゴルフ委員長一年間ご苦労様でした 

荒井君､多賀君､宇多君…第5回ゴルフコンペ及び
取切戦参加の皆さんお世話になりました。田中
さん優勝おめでとうございます。松井さん取切
戦優勝おめでとうございます 

岩倉君…松井さん取切戦優勝おめでとうございます 
大野平君…ゴルフコンペ田中さん･会長杯取切戦

松井さん、優勝おめでとうございます 
横山君…雨のゴルフ大変でした。芦﨑さん２年間

委員長ご苦労様 
鹿野君…芦﨑さん先日のゴルフでは大変お世話

になりました 
宇多君…ゴルフ同好会の芦﨑さん･菅谷さん大変

お世話になりました 
山本(和)君…芦﨑さん一年間ゴルフ委員長ご苦

労様でした 
大野(達)君…柴田さんお世話になりました 
川野君…田中さん先日はありがとうございまし

た／柴田さん先日はお世話になりました 
伊東君…大野平さん･佐久間(唯)さん先日はあり

がとうございました 
大野平君…伊東さん･佐久間(唯)さん先日は大変

お世話になりました 
梅田君…森田会長一年間ご苦労様でしたね。あと

2回頑張って下さい 
須賀君…例会残り2回頑張れ！ 
上野君…ニコニコ委員会の皆さんご苦労様でした 
髙橋君…本日も宜しくお願い致します 

本日合計       84,000 円 

今期累計 3,201,000 円  

ニコニコ 
ボックス 



                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工場見学では、最初に工程の説明を受け、二

班に分かれて 1 時間ぐらいに渡り見学しまし

た。その後、石和温泉「ホテルふじ」に到着

し、ゆっくり温泉に浸かりました。宴会では

賑やかに盛り上がりました。翌日は根津記念

館見学、ルミエールワイナリーにて地元の 

食材を生かした珠玉の「ヤマナシ･フレンチ」

を頂き、夕方 6 時頃に帰京しまた。 

平日にも拘らず、17 名もの多勢の皆様に参加

頂きました。本当にありがとうございました。 

 ( 職業奉仕委員長 久保克 記 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親睦活動委員会 職業奉仕委員会コラボ企画 
事業場見学会 

 
月日：６月２０日(水)～２１日(木)（１泊２日） 

行程：１日目 株式会社キトー本社工場  

２日目 根津記念館・ルミエールワイナリー 

宿泊：石和温泉ホテルふじ別亭美峰  

 
 

 


