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[本日の卓話] ６月２９日   
 

２０１９～２０２０年度 最終例会 

 

三役退任挨拶  

 

 

[次回の卓話] ７月６日           
 

２０２０～２０２１年度 初例会 

 

三役就任挨拶  

 

━━━━━  第２５４９回  ２０２０年６月２２日  例会報告  ━━━━━━ 
 

◆点鐘・ロータリーソング・今月の歌 

「 手に手つないで 」「 あめふり 」 

◆来客紹介 

●ご来賓 … １名 

（国際ロータリー第2580地区ガバナーノミニー 

デジグネート/東分区ガバナー補佐） 

嶋 村 文 男 様 

◆出席状況報告 

  会員数４４名中 ３６名出席  出席率９４.７％ 

◆会長報告 

●嶋村文男 様（国際ロータリー第2580地区ガバナ

ーノミニーデジグネート/東分区ガバナー補佐）

よりご挨拶 

●本年5/19に亡くなられた須賀会員のお別れ会は、

7/5(日)午後4時からタワーホール船堀2Fにて行わ

れます。正式にはご案内が来てから再度皆様にご

連絡させて頂きますが、ご予定の程宜しくお願い

申し上げます 

◆幹事報告 … なし 

◆委員会報告 

●後関会長エレクト…①6/15(月)東武ホテルレバン

ト東京で開催、次年度第2回会長･幹事会に後関・

岩楯で出席しました ②次年度第１回クラブ協議会

を明日6/23(火)18:30～割烹いこいで開催します。

次年度理事・役員・委員長は宜しくお願いします 

●東分区ＩＭ実行委員会(荒井副委員長)…例会終了

後 東分区IM実行委員会を別室へ移動せず こちら

の瑞雲の間で開催します。本日は、印刷業者との

打ち合わせを行いますので関係の委員のみ 宜しく

お願いします 

●ゴルフ同好会(鹿野委員長)…6/19(金)鷹の台カン

ツリー倶楽部で開催、ゴルフ同好会取り切り戦の

報告。第4回の優勝は、小黒会員、取り切り線戦優

勝者は馬目会員でした。おめでとうございます 

◆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   山本昌之  
職業奉仕委員長     田中吉嗣  
社会奉仕委員長     伊東兼一  
国際奉仕委員長     稲山雄一  
青少年奉仕委員長   岩楯信一  

 

 

 

Weekly Report 

ロータリーは世 界 をつなぐ  

ROTARY CONNECTS THE WORLD 

ＲＩ会長  マーク･ダニエル･マローニー  

『信頼』それが我らのロータリー 
“ Trust ” That's our Rotary 

東京江戸川ロータリークラブ会長 多賀之雄 

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.５６ №３２ 第２５５０回 ２０２０年６月２９日 

<< 行船公園（平成庭園・源心庵） >> 



                                 

 

 

 

 

 

 

伝統と格式のある東京江戸川ロータリークラ

ブの第５６代会長として、クラブの重責を 

感じながら待ちに待った７月１日の初例会を

迎えました。 

前年度の西川パスト会長の行動をよく見て 

勉強したつもりでいたが、やはり初っ端から

大失敗の連続となり、大らかで人を和ませて

くれる久保幹事や繊細できめ細やかな配慮の

有る山本(昌)副会長を始め、若手の皆様方に

助けられて一年間何とか大役を無事に全う 

出来ました事、皆様に感謝申し上げます。 

特にスポンサーの横山パスト会長からは裏方

に徹してご指導賜りこの場をお借りしてお礼

申し上げます。 

フイリピンのロータリアンから姉妹クラブ 

締結の依頼が有り、相手のクラブを見なくて

は返事が出来ないと、山本副会長、稲山国際

委員長、大野平親睦委員長と行きました時は

大歓迎され、例会出席の際には既に姉妹クラ

ブ締結の書類が出来ていてサインしろと言わ

れた時にはびっくりしました。稲山国際委員

長の通訳のお陰で先ずは友好クラブから始め

ましょうと伝えてやっと納得してもらいました。 

会社経営に於いては「継続は成功の道」と  

言われ、利益を追求してこそ継続が成り立ち

ます。クラブとしても先輩諸氏が築き上げた

格式を失わず、更なる継続をするためにはど

うすれば良いかと考え、６０周年に向けての

資金集めに賛同を得られました事は大きな喜

びでした。 

会長テーマを【「信頼」それが我らのロータリ

ー】として会員同士の絆を更に深め、社会奉

仕を中心に積極的に行動してクラブに活気を

作ろうと計画しました。 

江戸川区児童相談所（はあとポート）に入所

している恵まれない子供達へ２００人分近い

文房具を贈呈し、子供達から大変喜ばれまし

た。今後もクラブとして継続出来るように願

っています。 

忘年家族会は荒井パスト会長のお陰でホテル

ミラコスタで行い、２１５名という大勢の

方々のご参加を賜り、ミッキーやドナルド達

との撮影や人が浮いてしまう大掛かりなマジ

ックショーなどを楽しんでいただきました。 

 

また子供さんには実年齢より２才上が使用す

るおもちゃを用意しましたので喜んで頂けた

事と思っています。この準備では大野平親睦

活動委員長には慣れない資料作りでパソコン

と睨めっことなり目がしぼんでしまうほどに

随分面倒を掛けてしまいました。また久保幹

事も徹夜をして準備してくれました。 

我がクラブの誇りでも有りましたチャーター

メンバーの大澤恒也名誉会員が１１月に１０３

才でご逝去された事は返す返す残念な事でし

た。聡明で記憶力も衰えず、入会して会社に

挨拶に伺った時に「分相応」という言葉を教

えていただき、其れからはロータリークラブ

に対しての重荷が解け楽しくなりました。 

また１２月にはいつも静かに見守って下さっ

ていた石上パスト会長もご逝去され、５月に

はまだ若い須賀さんが亡くなったという連絡

を受けた時にはびっくりしました。今年度 

三人の重鎮を失ったことはクラブに於いて 

大きな痛手でした。 

２月の中国の中秋節に合わせたように中国の

武漢から放たれた新型コロナウイルスは世界

を恐怖に陥れ、経済を悪化させました。ロー

タリークラブも３月に入ってからあらゆる 

会合、例会がキャンセルとなり、我がクラブ

も５月一杯まで休会となりました。３月には

バーリンゲイムロータリークラブへの交換留

学生を送る予定でしたが、これも取りやめと

なり、楽しみにしていた生徒さん達には申し

訳ない気持ちで一杯でした。戦争で貴重な命

を失うことは有っても、細菌が侵食しただけ

でこんなにも簡単に全世界が恐慌に陥るとは

夢にも思ってもいなく、目に見えるものは 

避けて通れるが、目に見えずに侵されていく

精神的なプレッシャーは計り知れないもので

祈るだけでした。４月６日に政府から緊急事

態宣言が発出され、自宅待機を余儀なくされ、

弊社も４月１日からテレワークで会社には電

話番として一人交代で出社するだけで５月ま

での２か月間を過ごしました。収束してもし

ばらくは経済も低線思考を覚悟して行動しな

ければならないと思います。 

やっと６月から例会が再開されましたが、こ

の２か月の休みは大きく、フォーラムも 1 回

しか開けず、思い描いていた行動の半分も完了

せず、次年度の後関会長に中途半端に引継ぎ

をお願いする羽目となり、大きな負担をかけ

てしまい大変心苦しく思っています。 

結びに達成感のない中途半端な一年となって

しまいましたが、一年間休むことなく全う 

出来たことは皆様のご協力の賜物と感謝申し

上げます。 

退任のご挨拶 
会長 多賀 之雄 



                                 

 

 

 

 

 

 

多賀会長年度の終わりにあたり副会長退任の

ご挨拶を申し上げます。 

今年度の会長テーマにある「信頼」という  

言葉が好きですと最初に申し上げました。 

ロータリーは信頼があってこその仲間で、 

これが構築できるのもロータリークラブなら

ではです。終盤は、コロナの感染症で、例会

もできずスケジュールも大きく変更せざるを

得なくなり、会長はとても苦労されました。 

誰一人として感染者を出さず、また再開した

６月１日の例会では、いつも通り９５％を超

える実出席率で実施できたのも多賀会長が、

会員のみなさまから信頼を得ていたことの 

表れだと考えています。 

また、久保幹事も、様々なところに気がまわり、

行き届いた配慮をありがとうございました。 

個人的には、３月のバーリンゲームが延期に

なってしまい、楽しみにしていた高校生たち

を連れていけなかったことが悔やまれます。

これについては、今の段階では実施できるか

どうかわかりませんが最大限の努力を次年度

はしていきたいです。多賀会長の年度に副会

長をできたことを嬉しく思います。 

会員の皆様へあらためて感謝をし、お礼申し

上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多賀会長の元、幹事を一年間務めさせて頂き、

ありがとうございました。 

始めは、多賀会長の指示通りに動けば何とか

なるかと思っていましたが、私の動きが悪く

多賀会長には大変ご迷惑をおかけしてしまっ

たと思っています。多賀会長のバイタリティ

溢れるご指示のお陰様で私にとって足りない

所が見えて来た事もあります。今後のクラブ

活動で少しでも活かせればと思っています。 

残念なのは、新コロナウイルスのお陰で 100％

例会が実施出来なかった事です。他クラブと

の交流も心残りです。幹事としては終わりま

すが、次年度にしっかり引き継いで頂き協力

させて頂きます。 

最後に、先輩会員の方々、会員全ての皆様の

お力添えで、何とか幹事を務めさせて頂きま

した。至らぬ点は多々ありましたが、皆様方

のご指導、ご協力のお陰様で何とか一年間を

過ごす事が出来ましたことに改めて感謝を申

し上げ、私の退任の挨拶とさせて頂きます。 

一年間ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

退任のご挨拶 
副会長 山本 昌之 

退任のご挨拶 
幹事 久保 克 

第４回ゴルフ同好会コンペ 

（ 会長杯取り切り戦 ） 

２０２０年６月１９日(金)  

鷹之台カンツリー倶楽部 

優勝  小黒将年  

会長杯取り切り優勝  馬目圭造 

表彰式、2019-20 年度ゴルフ同好会懇親納会 
「割烹いこい」 



                                 

 

 

 

国際ロータリー第2580地区ガバナーノミニー

デジグネート/東分区ガバナー補佐 嶋村様

…いつも大変お世話になっています。本日、

多賀会長･久保幹事年度の年度末のご挨拶

に参りました。次年度も宜しくお願いします 

多賀君…国際ロータリー第2580地区ガバナー

ノミニーデジグネート嶋村文男様ようこそ

いらっしゃいました。ごゆっくりしていっ

て下さい 
飯田君…嶋村ガバナー補佐ようこそおいで下

さいました 
川野君…国際ロータリー第2580地区ガバナー

ノミニーデジグネート嶋村文男様ようこそ

いらっしゃいました 

髙橋君…嶋村東分区ガバナー補佐ようこそお

いで下さいました。6/9(火)東江戸川RCにメ

イクアップとして出席した際お世話になり

ました 

稲山君…本日、卓話 国際奉仕委員会の報告を

させて頂きます。一年間ありがとうござい

ました 
山本(昌)君…本日の卓話どうぞよろしくお願

いします 
岩楯君…本日卓話です。青少年奉仕 一年あり

がとうございます 

伊東君…本日、社会奉仕活動報告を行います。

宜しくお願いします 

【奥様誕生日祝いを頂いて】小久保君…綺麗

なお花をありがとうございました 

多賀君…小黒さん二連チャンの優勝おめでと

うございます。馬目さん取り切り戦の優勝

おめでとうございます 

久保君…ゴルフ同好会最終回雨でしたが宴会

が楽しく久しぶりのお酒美味しかったです。

皆様ありがとうございました。荒井さん二

次会お付き合い頂きありがとうございまし

た。2週間気を付けましょう(笑) 
岡本君…ゴルフ取り切り戦雨の中ご苦労様で

した 
岩倉君…ゴルフコンペ馬目さん･小黒さん優

勝おめでとうございます。幹事さん一年間

ご苦労様でした 

松井君…19日の鷹之台貸切での最終戦、小黒

さん優勝おめでとう !取り切り戦優勝の 

馬目さん大雨の中で実力発揮は素晴らしい

ですね。おめでとうございました 

荒井君…第4回ゴルフ会参加の皆さんお世話

になりました。小黒さん優勝おめでとうご

ざいます。馬目さん取り切り戦優勝おめで

とうございます 

 

 

 

田中君…先日の同好会ゴルフコンペで取り切

り戦優勝の馬目さん、同好会で優勝の小黒

さん共におめでとうございます。委員長の

鹿野さん一年間ご苦労様でした 

大野平君…ゴルフ部の打ち上げではお世話に

なりました。鹿野委員長一年間ご苦労様で

した。小黒さん優勝おめでとう、馬目さん

取り切り優勝おめでとうございます 

鹿野君…先日の第4回ゴルフコンペ鷹之台カ

ンツリー倶楽部、雨の中ご参加ありがとう

ございました。これでゴルフ同好会委員長

の仕事は全て終了となります。皆様のご協

力ありがとうございました 

小黒君…荒井さん19日はまる一日お世話にな

りありがとうございました。岩倉さん･松井

さん･荒井さんと一緒に回らせて頂き、メン

バー,ハンデ,天候に恵まれ優勝させて頂き

ました。表彰式では日本文化に触れ1up出来

ました。ありがとうございました 

馬目君…ゴルフ同好会の皆様19日(金)はあり

がとうございました。多賀会長杯の取り切

り賞大変光栄です/20日(土)にRAC年次大会

がZoomとYouTubeで開催され役員と一緒に

Web参加しました。今後共宜しくお願いします 

市川君…先週金曜日のゴルフでは、大変お世

話になりました。貴重な経験と沢山の学び

を頂きました。ありがとうございました。

小林さん、先週はお世話になりました 

横山君…Zoom会議の為、久しぶりに福島に行

って来ました 

久保田君…高校の発行誌に何か書いて下さい

と言われ苦労しているところです 

梅田君…最終例会迄あと１回、ニコニコの皆

様「ガンバッテ」下さい 

西川君…五大奉仕委員長一年間ご苦労様でし

た。ニコニコもコロナの休会で予定通りと

はいかないかもしれませんがよく頑張って

います。ご苦労様です 

佐久間君…稲山さんこの度はお世話になりま

してありがとうございました 

渡邉君…柴田さんいつも写真をありがとうご

ざいます 

山本(和)君､関口君 

…ニコニコご苦労様です 
 

本日合計               82,000 円 

今期累計  2,596,000 円  

ニコニコ 
ボックス 


