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[本日の卓話] ６月２８日        
２０２０～２０２１年度 最終例会  

 
 

三役退任挨拶  

 

[次回の卓話] ７月５日       
２０２１～２０２２年度 初例会  

 
 

三役就任挨拶  

 

━━━━━  第２５７４回  ２０２１年６月２１日  例会報告  ━━━━━ 
 

■点鐘・国歌斉唱・ロータリーソング 

「 君が代 」「 奉仕の理想 」 

■来客紹介 〇ご来賓 … ２名 

海老沼 孝二 様（ 東分区ガバナー補佐 ） 

追分 義郎 様 （ 東分区幹事 ） 

■出席状況報告 

  ４３名中  ３１名出席  出席率８６.１１％ 

■５月・６月のお祝い 

〇誕生日・奥様誕生日・結婚記念日・出席 100％ 

■誕生日の歌（ スピーチ：稲山会員、 

伊東会員、関口会員 ） 

■会長報告 

〇例会再開に際し会長より挨拶 

〇海老沼ガバナー補佐よりご挨拶 

■幹事報告 

〇例会終了後、別室へ移動せず こちら「瑞雲の間」

にて合同理事役員会を開催しますので、今年度・

次年度の理事役員の皆様は出席をお願いします 

■委員会報告 

〇ＳＡＡ委員会(大野平委員長)…クールビズについ

て。5 月～9 月末までクールビズ期間です。従来

通り「上着着用・ノーネクタイ」でお願いします。

但し、7/19(月)ガバナー公式訪問時は除外となります 

〇稲山会長エレクト…PETSが 6/1(火)Zoomで開催さ

れました。次年度会長 稲山と次年度東分区幹事 

山本昌之さんの２名で参加しました 

〇市川会員…ハイブリッド例会の機材を新調しまし

た。Windowsベースになり、卓話者向けのパソコン

も用意しましたので、プレゼン資料も画面共有で

きるようになりました 

〇ＩＭ実行委員会(報告書作成責任者 伊東会員)…

ＩＭ報告書の進捗状況について 

〇ＩＭ実行委員会(松井実行委員長)…ＩＭが例年に

ないかたちで開催でき、報告書も間もなく発行出

来るのも、ひとえに実行委員会の皆様のおかげで

す。厚く厚く御礼申し上げます 

〇ゴルフ同好会(松井委員長)…6/16(水)の第５回ゴ

ルフコンペ＆会長賞取切戦 優勝 岩楯さん・準優

勝 山本(和)さん・3 位 小黒さんでした 

〇柴田会員…ワクチンをめぐるデマの危険性につい

て。安心ですので接種して下さい 

■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    久保  克  
職業奉仕委員長     川野克博  
社会奉仕委員長     森  清正 (代読)小林司 
国際奉仕委員長     山本昌之  
青少年奉仕委員長    小林  司  

Weekly Report 

 
 

Rotary Opens Opportunities 
国際ロータリー会長  ホルガー・クナーク  

不 易 流 行 
東京江戸川ロータリークラブ  

会長  後 関 和 之 

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.５７ №２５ 第２５７５回 ２０２１年６月２８日 

鹿骨円勝院 



                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
日 時：2021 年 6 月 21 日(月)13:40～ 
場 所：タワーホール船堀 2Ｆ「瑞雲の間」 
出席者：後関・稲山・久保・岩楯・伊東・ 

川野・山本(昌)・小林・岡本・松井・ 

多賀・横山・大野平・柴田・鹿野・ 

市川・中山・小黒 (以上 18 名) 

 

 
＜協議事項＞ 
１. 西川昭雄会員６月末付退会の件…承認 
２. 荒井知久会員病気による出席免除の件…承認 
３. マツヤサロン・ピアニスト お中元の件…承認 

例年通り贈呈する 
４ . 次年度クラブ協議会＜ガバナー補佐訪問

(7/12)・ガバナー訪問(7/19)＞の出席者・
発表内容について…承認 

出席者については、通常通り全委員会の
委員長とする。 
発表内容・発言者については、 
①新型コロナウイルスで困っている

人々の支援→社会奉仕委員会 
②ポリオ根絶に向けて→山本和夫会員 
③元気なクラブに向けて→デジタル化

推進との観点から市川会員 
④会員増強→横山会員 
⑤ロータリーの公共イメージアップ→ 

発言者については、協議する 
※その他、当クラブの特色を示せる委員 

会を選出して発表の方向で検討する 
５ . 次年度10/18(月)オープン例会の件…承認 

エントリーする 
 

＜報告事項＞ 

１. 金子正司会員ケガによりしばらく例会を

欠席する 

２. ５月会計報告 … 伊東会計より 

３. Ｒ財団地区補助金申請について 

4/20の面談でZoomなどのツールを使用し、

もっと子供達とのコミュニケーションを

図るべきとの指摘があった。現在のまま

では承認が難しいため再申請するよう要

請があった。追加資料を提出する 

 

 

 
海老沼ガバナー補佐、追分分区幹事…後関会長

をはじめとする江戸川ロータリークラブの皆

様、一年間お世話になりました。皆様と一緒

に行ったＩＭは、私達の良い思い出になりま

した 

稲山君…五大奉仕委員会の発表を楽しみにして

います 

【誕生日祝いを頂いて】関口君…71才になりま

した/稲山君…ありがとうございます/伊東君

…73回目です 

【奥様誕生日祝いを頂いて】岡本君…奥様が大

変お世話になります/森君…お花ありがとう

ございます 

【結婚記念日祝いを頂いて】久保田君…仲良く

やっていますよ/梅田君…5/3で何年になりま

したかね?/柴田君…1980年昭和55年5月18日

に結婚しあっという間に41年経ってしまいま

した。人生早いものですね/川野君…結婚して

30年です。妻に感謝です 

【出席100％祝いを頂いて】飯田君…皆様のおか

げで続いております/中山君…お祝いありが

とうございます/山本(昌)君…久し振りの例

会、待ち遠しかったです/柴田君…森田さんの

スポンサーで入会し10年になります。引き続

きご指導賜ります様お願い致します/川野君

…入会して10年が過ぎました。素晴らしい

方々にお会い出来て感謝致します/大野平君

…6年間無事出席できました。身体の続く限り

頑張ります/馬目君…ちゃんと顔を合わせて

毎週例会が出来る日が待ち遠しです/市川君

…台北東RCの皆様が私のSNSアカウントに、 

日本が台湾へ送ったワクチンのお礼の言葉を

頂きました。嬉しく思うと供に、ロータリー

のご縁を大切にしたいと思いました 

後関君…お久しぶりです！ 

岩楯君…6/16大栄カントリー江戸川ロータリー

第5回取切戦に優勝できました。梅田さん･ 

皆さん、とても楽しい時間を過ごせました 

大野(達)君…稲山さん心遣いありがとうござい

ました 

飯田君…稲山さん先日はお心遣いを頂きありが

とうございます 

横山君…髙橋さん、法人会長ご苦労様です 

横山君…‶会社へは来るなと上司  行けと妻” 

もう一息です 

横山君…稲山さん･岩楯さんありがとうござい

ます 

岩倉君…山本和夫さん新鮮な海の幸をありがと

うございました 

梅田君…皆様お元気ですか。先日のゴルフコンペ

では大変お世話になりました。今後共よろしく 

本日合計   136,000 円 

今期累計  2,048,000 円  

ニコニコ 
ボックス 

2020-21年度・2021-22年度 
６月合同理事･役員会報告 

５･６月誕生日おめでとうございます 



                                 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松井君…ゴルフ同好会の今年度コンペは6/16

を以て一度も中止する事無く、無事に5回を

終了出来ました。最終は会長にゴルフ場まで

足を運んで頂きありがとうございました。 

関口副委員長何度もお世話になりました。 

これで次年度久保委員長へバトンタッチ出

来ます 

山本(和)君…岩楯さん･後関さん先日はお世話

になりました 

関口君…同好会コンペ参加の皆様ありがとう

ございました 

西川君…会員の皆様お久し振りです、お元気で

したか。稲山さんお世話になっております。

ありがとうございました 

田中君…ゴルフ同好会取切戦の優勝、岩楯さん

おめでとうございます。同好会委員長の松井

さん一年間ご苦労様でした 

多賀君…久し振りの例会楽しみにしてます。岩

楯さん優勝おめでとうございます 

森君…久し振りの例会ですね。本年はあと1回

頑張りましょう 

久保君…皆様お元気ですか？今年度例会も本

日を含め2回となりました。何卒宜しくお願

い申し上げます 

小林君…お久し振りです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
川野君…稲山さん先日はありがとうございま

した/山本昌之さん先日はお世話になりました 

伊東君…皆様のお元気な顔を拝見して嬉しく

思います 
大野平君…皆様に久し振りに会えて嬉しいで

す/ワクチン接種2回目終わりました。痛みも

熱も出なく安心しています 
野﨑君…稲山さんありがとうございました。 

若さ溢れる次年度になるよう期待しています 

鹿野君…緊急事態は回避されましたが、まだま

だ油断は禁物。注意は万全に 

馬目君…稲山さん先日はありがとうございま
した。岩楯さんゴルフ大会のベスグロ優勝お

めでとうございます 

小黒君…皆さまお久し振りです。16日のゴルフ
コンぺお疲れ様でした。メンバーさんのお蔭

でベストスコアが出せました 

髙橋君…新型コロナウイルスの収束がまだま

だですが、緊急事態宣言が解除され皆様とよ

うやくお会い出来ました。稲山さんお心遣い
ありがとうございました 

市川君…ゴルフ同好会の皆様ご指導ありがと
うございました。大野平さん･小林さん先週

はお世話になりました。あと 1 週間になりま

したが、この 1 年のお気持ちを是非来週の 

ニコニコ BOX に詰めて下さい 

第５回ゴルフコンペ＆会長賞取切戦 

オブザーバー参加３名 計１２名で開催致しました。 

優勝  岩楯信一さん  準優勝  山本和夫さん  ３位  小黒将年さん 

会長賞の岩楯さんが後関会長より賞品をいただきました。 



                                 

 

 

 

 

会長 後関和之 

 
コロナウイルスの蔓延で例会も満足に開けな

い中、１年が過ぎてしまいました。何もでき

ませんでした、本当に申し訳ないと思ってい

ます。 

ただ一つできたことは、インターシティ･ミー

ティング（ＩＭ）を会員が一堂に会して意見

を交わすという例年のやり方とは違いました

が、行えたことだと思っています。 

ＩＭの準備を進めていく中で改めてロータリ

ーの会員であることの喜びや価値に気づき、

多くの会員も同じ意見をお持ちであることも

わかりました、この思いを何としても会員の

皆様に伝えようという意思が準備する委員た

ちの間に広まり、ＩＭの様子を映像にして

YouTube に乗せて会員の皆さんに見ていただ

こうというアイデアが得られ実現しました。

映像として残りますので、“ロータリーに入っ

ていてよかった”ことを語り継げることにな

ります。これはコロナのおかげかもしれませ

ん。 

「不易流行」という目標を掲げて始まった 

１年でしたが、ロータリーのすばらしさに思

いを寄せ、コロナという流行に対応する１年

でもありました。 

次年度の目標は「臨機応変」だそうです。  

まさに今、この時にふさわしいと思います。 

１年間本当にありがとうございました。 

 

 

副会長 久保克 

 
後関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。 

今年度は、コロナ騒ぎで全く活動が出来なか

った事が残念です。１年間の間に例会が出来

たのは前半の 12 月迄で、コロナ対策をしなが

ら何とか開催しましたが、忘年家族会は中止

となり、年明けからは再度緊急事態宣言が出

てしまい、殆ど例会すら出来なくなってしま

いました。後関会長、岩楯幹事にとっても不

完全燃焼になってしまったのでは？と思いま

す。しかし、今までに誰もが経験した事の無

い会長、幹事でもありました。常にアンテナ

を張り巡らせ、何時から出来るのか？理事・

役員の意見は？と、大変ご苦労されていまし

た。時々後関会長からお電話を頂き、参考意

見を申し上げた程度の事しか出来ず、副会長

としての役目も殆ど無く、本当に申し訳ない

と思っております。 

姉妹クラブとの交流も出来ず、何とも言いよ

うがありませんが、新型コロナウイルスに対

しワクチンが出来、やっと接種が始まりまし

た。次年度からは徐々に活動が再開されると

思います。 

ここで、私事で申し訳ございませんが、夏過

ぎに家庭の事情が悪くなり、来年度のロータ

リー活動が危ぶまれたお話を後関会長に聞い

て頂き、悩ませてしまったのも事実です。 

お蔭様で今は何とか落ち着きを取り戻し、会

長職には当面付かない事を条件に、会員を続

けても良い事となりました。この場をお借り

して良いのか？迷いましたが、一応ご報告さ

せて頂きます。勝手を言って申し訳ございま

せん。 

後関会長の年度に副会長をさせて頂いたこと

を大変嬉しく思います。会員の皆様へあらた

めて感謝をし、御礼申し上げます。 

ありがとうございました。 

 

 

幹事 岩楯信一 

 
幹事として一年を顧みて。 

政府･東京都の発表した新型コロナウイルス

対策、忘年家族会も中止。新入会員歓迎会も

コロナ感染拡大の為延期。 

また、当クラブがホストとして 2021 年 3 月 8

日(月)タワーホール船堀にて東分区ＩＭを開

催(収録)。第一部 基調講演～今だからこそ思

う～「ロータリーに入っていて良かった」  

パストガバナー 水野正人氏(東京 RC)、第二

部 パネルディスカッション～7人のパネラー

出演～「東分区ロータリアンの声」ファシリ

テーター ガバナー補佐 海老沼孝二氏(東京

江北 RC)、ＩＭ開催記念品「姫花ちゃんのハン

カチ」を分区内 15 クラブへ会員人数分発送し

ました。ＩＭ実行委員会の皆様お疲れ様でした。 

また、2021 年 4 月 7 日(水)､8 日(木)ホテルニ

ューオータニ「鶴の間」で開催の地区大会に

6 名で参加しました。 

いまだ新型コロナウイルス禍ワクチン接種が

進んでいますが、行事や例会に可能な限り参

加させていただき厚く御礼申し上げます。 

ありがとうございます。 

退任のご挨拶 


