
 

 

2017/4/12 【第 1053回】 

4 月 5 日の出席率 

会員在籍者数       33 名 

会員出席者数       20 名 

会員欠席者数    13 名 

本日の出席率  62.50％ 

前々回訂正出席率 70.00％ 

4 月 12 日の卓話 

『 成年後見制度について 』 

司法書士入澤昭彦事務所 

所長 入澤 昭彦様 

（当クラブ会員） 

 

 

 

 

4 月 19 日の卓話 

『 今年度第 4 回・次年度第 1 回    

合同クラブ協議会 』 

 

 

≪第 1052 回例会報告 2017 年 4 月 5 日≫ 

司会：地引親睦委員長 

■点鐘：髙橋会長 

■国歌斉唱「君が代」ソングリーダー：佐藤輝彦会員 

■ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 

■「四つのテスト」斉唱（歌） 

■「ロータリーの目的」 

東京臨海 RC ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ唱和：入澤直前会長 

■来賓紹介：髙橋会長  

 ゲストスピーカー 井上晴貴様（当クラブ会員） 

■ビジター紹介：佐藤大輔会員  

 山岸文男様（東京城東 RC） 

■4 月のお祝い：本多 SAA 委員長 

・会員誕生日 笹本寛治会員、中村群一会員、田村浩康会員、

飯塚憲貴会員 

・奥様誕生日 佐久間裕章会員夫人、佐久間栄一会員夫人、

本多信雄会員夫人、今井忠会員夫人、大澤成美会員夫人 

・結婚記念日 篠塚仁会員、佐藤大輔会員、村社研太郎会員、

尾身治彦会員、本多信雄会員、大西洋平会員 

・出席 100％ 該当者いらっしゃいません。 

 

 

 

 

 

 

■会長報告：髙橋会長 

・一般財団法人比国育英会バギオ基金より、斉藤実会員に感

謝状（第 52 回）が届きましたので贈呈致します。 

・鈴木孝行会員より、京葉鈴木グループ創立 30 周年と紺綬

褒章 8 回目授賞を記念して、当クラブクラブ基金に多額の

ご寄付を頂きました。 

■幹事報告：佐藤幹事 

・次年度会員名簿の記載内容に変更がある方は、4 月 10 日

までに、事務局宛、連絡して下さい。 

・地区納めの会は、6 月 21 日（水）18：00～20：30、ハイ

アットリージェンシー東京にて開催。参加希望の方は、臨

海 RC 事務局宛申込んでください。登録料：10,000 円。 

■委員会報告 

・田村会員：①本日、第 1 グループの家庭集会を彦衛門にて

開催致します。 ②事業所を 4 月 17 日付で江東区青海か

ら江戸川区船堀に移転いたします。 

・篠塚会員：父の葬儀の際には、いろいろお心遣いを頂きま

してありがとうございました。 

■出席状況報告：佐久間裕章会員 

⇒詳細は、1 頁バナー下に掲載。 

■ニコニコ BOX 報告：佐藤大輔会員 

(ご意向)本日、卓話をさせて頂きます。：井上会員 

(ご意向)井上さん、今日の卓話宜しくお願いします。 

：髙橋会長、佐藤幹事、入澤会員、大澤会員、田村会員、

佐久間裕章会員、本多会員、斉藤会員、佐藤輝彦会員、

中村会員、須藤会員、酒井会員 

(ご意向)先日は、父の葬儀には色々と心遣い本当にありがと

うございました。：篠塚会員 

 

 

■卓話   （紹介者：プログラム担当 佐藤大輔委員） 

『 医療業界雑談 』 

株式会社アオアクア  

代表取締役  

井上晴貴様 

（当クラブ会員） 

 

 

■点鐘・閉会：髙橋会長 

【	 14件	 39,000円	 	 累計 1,402,000円	 】 



 

 

今週のメイクアップ（3/31～4/7） 

春の家庭集会 報告書 （第 1 グループ） 

日時：平成 29 年 4 月 5 日（水） 午後 6 時 30 分～ 

会場：うなぎ彦衛門 

リーダー：田村浩康   サブリーダー：杉浦孝浩 

出席者：高橋会長、栗山副会長、佐藤幹事、須藤Ｒ情報委員長、 

佐久間栄一会員、笹本会員、佐藤大輔会員、篠塚会員、 

尾身会員、榎本会員、佐藤輝彦会員、小松会員、以上 14 名 

≪ 式次第 ≫ 

１．会長挨拶： 高橋会長 

２．Ｒ情報委員長挨拶： 須藤Ｒ情報委員長 

３．今回のテーマ説明： 田村リーダー 

 「クラブ会員相互の親睦・ロータリーを学ぶ」 

４．乾杯： 佐久間栄一元会長 

５．各自スピーチ 

６．中締め： 栗山副会長 

≪ スピーチまとめ ≫ 

笹本会員 ・会長、幹事、本当にお疲れ様でした。私も幹事経験があり

ますが、幹事をしている時が何故か仕事も今より忙しかった。色々と忙

しくしている時は他のことも良い方に回る気がする。 

佐藤輝彦会員 ・会員増強委員をあと１年やりたいと栗山次年度会長

に直訴した。今のテーマは「改める事を改める」。自分のスピードで頑張

って行きます。 

佐藤幹事 ・ロータリー歴が 10 年になります。ロータリーに入って本当

に良かったと思っている。今の状況はロータリーに居たからこそ実現し

ていると思う。髙橋会長を支えたくて幹事という役割を率先してやった。

とても勉強になった。今のクラブは昔よりとても雰囲気が良くなっている。

ただ、寂しい事は先輩たちが退会していくこと。もっと色々と先輩たちか

ら教えてもらいたい。 

高橋会長 ・地区の委員長をやっていて、会長経験者に地区委員長と

クラブの会長どちらが大変かと聞いたら、みんな地区委員長の方が大

変だよと言っていたが、実際はクラブ会長の方がすごく大変だった。自

クラブ出席 100％は初めてやった。今年度、本当に佐藤幹事には感謝

している。やはり今いいクラブになってきていると思う。 

栗山副会長 ・今日は理事会で全力を出しすぎて疲れてます。ロータリ

ー1 年目に例会開始 5 分前の鐘を鳴らす役をやった。2 年目はニコニコ

をやった。色んな役をやって経験してきた。ロータリーは、もちろん親睦

も大事だが、やはり仕事に活かしてほしいと思っている。 

篠塚会員 ・父の葬儀で沢山の花を頂いて嬉しかった。ロータリーの仲

間なんだと実感した。初めて会う人もたまたまロータリアンで共通の話

題になった。クラブは最初から知り合いが多かったので、とにかく出席

するように努めている。ホームページ制作の時から考えているが、「ロ

ータリーとは？」を答えられるようになりたい。 

須藤会員 ・当クラブは出席率が悪いと嘆くが、出席率の悪さは誇りで

ある。会員が若く第一線で頑張っているから出席率が悪いのであって

素晴らしい事。今の人が上になっていったらすごいクラブになる。夢を

見よう。若さとは苦しみ、悲しみを喜びに変える事が出来る。当クラブか

らガバナーが出るまでやろう。私以外皆師である。 

佐藤大輔会員 ・本日、初めて理事役員会に出席した。皆に驚かれる。

新入会員のカウンセラーも受けることになった。今クラブはすごく良いム

ードだと思う。来年度はロータリアンらしさを学ぶのが楽しみ。ＳＡＡも一

生懸命やって役に立てるよう頑張る。 

榎本会員 ・例会にはたくさん出席したいが、仕事の時間の都合で行け

ない時が多い。でも出席率を上げられるよう頑張る。ロータリー歴は 5

年になる。クラブの和気あいあいとした雰囲気が好き。いいクラブだと

思っている。お金持ちともっともっと知り合いたい。髙橋会長に感謝。 

杉浦会員 ・この 1 年、社会奉仕委員長をやらせて頂き理事役員会に

出る機会をもらい、改めて会長、幹事の大変さを目の当たりにした。今

の自分では絶対に出来ないと思っている。早く時間をコントロール出来

る位置まで上り詰めたいと思った。クラブの雰囲気もとても好き。 

尾身会員 ・ロータリー歴 5 年。最初は舐めてた。実際にはすごい人が

いっぱい居て鼻をへし折られた。ニコニコを 1 年やって色んな人を知る

ことができたし、知ってもらうことも出来た。仕事が主であるが、頑張っ

てクラブに貢献する。 

小松会員 ・入会して 5 ヶ月、アットホームで居心地がいい。周りは皆社

長ですが、自分は時間を作る難しさがやはりある。時間とお金をコント

ロールできるようになりたい。背伸びをするくらいがいいと言われたこと

があり、今背伸びをして、いずれは普通に歩きたい。 

田村会員 ・皆さん素晴らしいと思う。会長、幹事は本当に大変。自分

たちも協力してお返しをするべき。クラブの為が自分の為になる。社長

の成長が会社の成長と同じ。自己研鑚が大事。先輩後輩も仲間だけど

親しき仲にも礼儀あり。楽しくロータリーやりましょう。 

佐久間栄一会員 ・須藤さんの話はロータリアンじゃなきゃ聞けない。

篠塚さんのお父さんの葬儀に行ったが、ロータリークラブの花が確かに

目立っていて仲間を感じた。ロータリアンになって良かったと思う。みん

な早く「ロータリーとは？」を知りたがるが、それはなかなか大変。20 数

年やっててまだ分からない。「四つのテスト」に行きつくはず。色んな人

と知り合うことも良い事。 

（記.杉浦孝浩） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
チキンとトマトとオクラのスープ 

スパイシー海老カレー 

蚕豆と茸のサラダ西洋ワサビのドレッシング 

パッションフルーツと木苺のシャーベット 

の盛り合わせ 

コーヒー 

＜東武ホテルレバント東京 宴会洋食調理長 佐藤均様＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

番外編： ＜今日のメニュー（4 月 5 日）＞ 
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今井忠会員（第 2800 地区(山形・天童)職業奉仕セミナー） 

斉藤実会員（札幌東 RC） 

第 2580 地区在京第 2 回職業奉仕研究会：佐藤正樹会員・田村

浩康会員・今井忠会員・斉藤実会員・山田晃久会員） 


