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[本日の卓話] ６月２４日     
２０１８～２０１９年度 最終例会 

 

三役退任挨拶 

 

[次回の卓話] ７月１日            
２０１９～２０２０年度 初例会 

 

三役就任挨拶 

――――――  第２５１７回  ２０１９年６月１７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 
〇来賓・ビジター … なし 
■出席状況報告（前々回訂正出席率） 
  45名中  35名出席  出席率 87.5％ (6/3…100％) 

■会長報告 

〇6/14(金)ホテルイースト21で開催の東分区会長･

幹事会に、稲山副会長に代理出席して頂きました 

〇6/14(金)第5回ゴルフコンペ終了後の｢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 

〇交換留学生のホストファミリー・カウンセラー・

クラブへ地区より感謝状をいただきました 

■幹事報告 

〇ハイライトよねやまをラックへ配布しました 

〇例会部屋変更のお知らせ。次週6/24(月)の最終例

会は２F「瑞雲の間」で開催します。ご来賓に   

親クラブ東京東RCの幹事、次年度会長･幹事が  

ご来会予定です 

■委員会報告 

〇次年度 山本(昌)副会長…次年度第3回クラブ協

議会のお知らせ。7/22(月)例会終了後3F「301会

議室」で開催します。カウンセラーを次年度ガバ

ナー補佐の田村純治様にお願いしております 

〇ゴルフ同好会(関口委員長)…6/14(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 関口、会長杯取り

切り戦も関口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20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 

〇青少年奉仕委員会(川野委員長)…①6/16(日)学士

会館で開催の地区青少年交換来日･派遣学生合同

歓送会に、増田ホストファミリーご家族・荒井ホ

ストファミリーご家族・大野平青少年交換委員長・

チエさん・川野の合計10名で出席しました ②本日

18:30～ビヨンドにて、青少年交換学生チエさんの

送別会を開催します。ご出席予定の皆様宜しく  

お願いします 

〇健康管理委員会(岩倉委員長)…フレイルを予防し

て健康長寿を実現しよう！ 

〇バーリンゲームRC委員会(稲山委員長)…関東第一

高等学校にてホストファミリー向けの説明会を 

多賀さん、久保さん、荒井さん、山本(昌)さん、

稲山が参加して実施しました 

■本日の卓話 … ３頁へ掲載 

Weekly Report 

インスピレーションになろう  

Be The Inspiration 

ＲＩ会長 バリー・ラシン 

ロータリーの原点に戻ろう  
Remember the Rotary spirit 

東京江戸川ロータリークラブ会長 西川昭雄 

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.５５ №３９ 第２５１８回 ２０１９年６月２４日 

<< タワーホール船堀 PHOTO GALLERY >> 



                                 

 

 

 

 

会長 西川昭雄 
 

東京江戸川ロータリークラブ第５５代会長と

しての任務が間もなく終わろうとしておりま

す。今年度は５５周年記念行事をはじめ、  

交換留学生の受入れ、クラブ協議会での審議

方式の一部変更等会員の皆様には、多大のご

負担をおかけしたことと思っております。 

申し訳なく思うと同時にご協力頂いた会員の

皆様にはとても感謝しております。またクラ

ブ理事・役員の方々そして稲山雄一副会長、

山本昌之幹事には、クラブ運営に関し、大変

なご協力を頂き御礼申し上げます。 

さて５５周年記念行事はクラブとして最大の

イベントでした。記念例会では、姉妹クラブ

からも多数の会員並びに奥様方にご出席頂き

とても盛り上がりました。これも全会員が 

一丸となって取り組んだおかげで、成功裏に

終わることが出来たものと思っております。

皆様有難うございました。 

ブラジルから１６歳の女子高校生が今年の交

換留学生として来日しました。カウンセラー

そしてホストファミリーを引き受けて頂いた

会員の皆様、本当に有難うございました。 

また今年のガバナー補佐訪問時のクラブ協議

会は、ディスカッション方式で行なわれまし

た。初めての試みでもあり、会員の皆様は大変

戸惑われた事と思いますが、皆様のご協力に

より無事遂行することが出来ました。 

さて私の今年度の会長テーマは「ロータリー

の原点に戻ろう」でした。近年のロータリー

活動の関心事が社会奉仕活動に傾き過ぎてい

るのではないかと感じたからです。私のロー

タリーの原点は、親睦と職業奉仕であると思

っております。退任間近となった現在、はた

して当初の目的を達成できたかどうか、これ

からゆっくりと検証していきたいと思ってお

ります。 

結びにあたり、この一年間、つたない会長を

支えて下さった会員の皆様には、唯々感謝と

御礼を申しあげます。有難うございました。 

 

副会長 稲山雄一 

 

西川年度の副会長を退任するにあたり、挨拶

を申し上げます。 

今年度は、会長、副会長、幹事の職業が全て

サムライ業という、今までにない三役構成で

スタートを切りました。その中で、西川会長

を船長とする「西川丸」が出港し、創立５５

周年記念事業や審議変更型のクラブ協議会な

どの大嵐を無事に乗り切り、一年間を全うで

きたことは、組織運営能力に長けた各会員 

皆様のご協力や諸先輩方の助言があったから

だと思います。心より感謝申し上げます。 

この一年間の私は、西川会長の優しさに甘え、

山本(昌)幹事の卓越した業務遂行能力に頼っ

てばかりで反省点も多いですが、平穏無事に

有意義な時を過ごすことができました。本当

にありがとうございました。 

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。 

 

 

幹事 山本昌之 
 

本年度、東京江戸川ロータリークラブの「幹事」

という大役を受けさせていただいた際、順番

とはいえ、責務をきちんと果たせるのかどう

かという思いがありました。自分なりにでき

る限りのことはしてきましたが、結果として

皆さんの満足のいく幹事役になれたかどうか

と聞かれるとご迷惑をおかけした点も多々あ

るかと考えています。 

一方で、今まで経験することがなかった地区

行事や研修会等に参加させて頂く機会も数多

くあり、大変勉強になりました。また多くの

方から心優しいアドバイスを頂き、行動や言動

に対し、温かく見守ってくださった先輩会員

の方々に感謝申し上げたいと思います。 

すべての会員皆様のお力添えで、充実した一年

間を過ごすことが出来ましたことに改めて感謝

申し上げ、私の退任の挨拶とさせていただき

ます。一年間ありがとうございました。 

 

退任のご挨拶 



                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

交換留学生のホストファミリー・カウンセラー・

クラブへ地区より感謝状をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■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    稲山雄一  
職 業 奉仕 委員長    岩楯信一  
社 会 奉仕 委員長    田中吉嗣  
国 際 奉仕 委員長    森  清正  
青少年奉仕委員長    川野克博  

 

 

 

 

 

 

 

 
【奥様誕生日祝いを頂いて】小久保君…誕生日祝

いの花を頂きありがとうございます 

伊東君､大野平君…五大奉仕委員長の卓話楽しみ

です 

荒井君…来日学生フェルナンダ チエの帰国前報

告会では川野さん･大野平さんありがとうござ

いました 

川野君…来日学生帰国前報告会では荒井さん･大

野平さんお世話になりました 

大野平君…荒井さん･増田さん･川野さん来日学

生帰国前報告会お疲れ様でした 

関口君…第5回同好会コンペ参加の皆様ありがと

うございました。Ｗ優勝出来ました 

横山君…関口さん優勝おめでとう 

松井君…関口さん優勝おめでとう。最后で頑張り

ましたね! 

岡本君…関口ゴルフ委員長優勝おめでとうござ

いました。委員長としての取切り戦優勝は初め

てのことだそうで、誠におめでとうございます 

岩倉君…ゴルフで皆様にお世話になりました。関

口さん取切り優勝おめでとうございました 

山本 (和 )君､田中君､大野平君…関口さん取切り

戦優勝おめでとうございます 

荒井君…第5回ゴルフコンペ取切り戦及び祝賀会

参加の皆さんお世話になりました 

小林君…ゴルフ同好会の皆様、先日はありがとう

ございました 

馬目君…同好会ゴルフコンペに参加させて頂き

ありがとうございました。楽しく充実した一日

を過ごさせて頂きました 

小久保君…いつもありがとうございます 

大野(達)君…柴田さん先日はお世話様でした 

佐久間君…小林さんこの度もありがとうござい

ました 

西川君…稲山さん東分区会長･幹事会に代理出席

して頂きありがとうございました。ニコニコ今

回を含めてあと２回ですね。ご苦労様でした 

岩楯君…ニコニコ頑張れ！ 

森君…ラストスパートです。ニコニコ頑張って下

さい 

鹿野君…ニコニコいつもご協力ありがとうござ

います 

本日合計              52,000 円 

今期累計 3,247,000 円 

ニコニコ 
ボックス 

 
Certificate of Application 


