
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪第 1079回例会報告 2017年 12月 6日≫ 

司会：村社会員 

■点鐘：栗山会長 

■国歌斉唱「君が代」 

■ロータリーソング斉唱 
「奉仕の理想」 

「四つのテスト」 

：ソングリーダー 井上会員 

■「ロータリーの目的」東京臨海 RCVer.唱和：本多副会長 

■来賓・ゲストスピーカー紹介： 

栗山会長 

ゲストスピーカー 

斉藤実様（当クラブ会員） 

元バギオ基金留学生 

    クリスティン・ワンゲット様 

■１２月のお祝い：親睦委員会 杉浦委員長 
・会員誕生日 佐藤正樹会員、榎本隆文会員、須藤宗之助会員、 

       西野充英会員、小松啓祐会員 

 
・奥様誕生日 大西洋平会員夫人、佐藤正樹会員夫人、 

榎本隆文会員夫人 

・結婚記念日 坂本康朋会員、飯塚憲貴会員、舛本俊輔会員 

・出席 100％ 10年・・・入澤昭彦会員         

・「誕生日の歌」：ソングリーダー：井上会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・１分間スピーチ：佐藤正樹会員 

今日で 43 歳になりました。午後 2 時ごろに生まれたので、

今日の理事会で一緒にいられ、大変光栄です。入会後みなさん

に支えられて、12年目を迎えられた。皆様のご恩を返せるよう

に活動したい。今朝、生まれて初めて、81歳になる母親に、生

んでくれてありがとうと電話で伝えました。 

■会長報告：栗山会長 
・年次総会を本日例会後、この会場にて開催致します。 

・会員増強についてのメールが来ました。ルールがいくつかあり、

クラブの健康、基盤の多様化、柔軟性と確信など。魅力を高め

る必要がある。オリエンテーションを行い、若い会員の参加を

促したい。増強計画は当初の 40名の計画通りに順調に増えてい

る。 

・健康は？クラブの財政的には健康。平均年齢も地区で一番若い。

これで出席率も高いと良いが・・・。皆さんの知り合いをどん

どん紹介して、凄いクラブになるお手伝いをしてください。 

■幹事報告：髙橋幹事 
・次週 12 月 13 日（水）は忘年家族会ですので、昼間の例会はあ

りません。 

・ロータリーの友 12月号を先週、メールボックスに配布しました。

ガバナー月信 12月号を本日、メールボックスに配布しました。 

・2018 年 2 月 21 日（水）の地区大会の申込を本日中にお願い致

します。また、お申込頂いた方は、登録料の納入もお願い致し

ます。 

・12月の定例理事役員会を本日、年次総会終了後、3階「菊の間」 

にて開催致します。 

・新年初例会は 2018年 1 月 10日（水）夜間例会です。出欠をご

連絡下さるようお願い致します。 

 

12月 6日の出席率 

会員在籍者数       35名 

会員出席者数       26名 

会員欠席者数     9名 

本日の出席率    74.29％ 

前々回訂正出席率 77.14％ 

12月 13日の卓話 

 

『 忘 年 家 族 会 』 

 

 

 

 

12月 20日の卓話 

 

『サプリメントの素朴な疑問に答える』 

㈱日本健康アカデミー 

代表取締役 糸日谷秀幸様 

 

2017 年 12 月 13 日 【第 1080 回】 2017 年 12 月 13 日 【第 1080 回】 



今週のメイクアップ（11/29～12/6） 

 

 

■委員会報告 

・クラブ研修リーダー（斉藤委員） 

・親睦委員会（杉浦委員長） 

忘年家族会は、次週 12月 13日（水）です。 

・社会奉仕委員会（田村委員長） 

東京臨海ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ旗争奪江戸川区学童オレンジボール大会

の閉会式は、12月 2日（土）終了しました。 

16 チーム中、しらさぎ（村社会員が監督）と葛西ファイター

ズが残り、臨海球技場で行われました。2時半開始で 3時間か

かりナイターに。とてもいい試合で、小学三年生以下とは思え

ないほど白熱しました。しらさぎチームが 10 点取って楽勝か

と思いきや、投手が疲れてしまい、逆転！結果、葛西ファイタ

ーズが優勝旗を持っていきました。しらさぎチームは泣いてし

まい、良い経験をしたかと思います。父兄もとても熱い応援を

して頂き、また東京臨海 RC を知って頂き、とてもいい活動が

できたと思います。みなさんの寄付から集めた資金で、オレン

ジボールなどに寄付をさせてもらいました。関わって頂いた

方々に心より喜んでもらえました。いい社会奉仕が出来たと思

います。みなさん、誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

・国際奉仕委員会（入澤委員長） 

各クラブの国際奉仕員長が集まった。グローバル補助金を推奨

している。ガバナーが来られたときのネパールの井戸をみた。 

日台親善会議。目標は 400 人。430 人申し込んだ。500 キャパ

でぎりぎりという報告。 

国際大会トロント。登録料が段階的。12/15 までに登録したほ

うがお得。登録料が上がってしまう。申込みは酒井委員長に。 

バギオ 12～13名の申込み。台湾は 13名。トロント 9名。 

皆さん、是非申し込んでください。 

■出席状況報告：榎本会員 ⇒詳細は 1頁バナー下に掲載 

■ニコニコ BOX報告：小松委員 
(ご意向)クリスティンさん、本日の卓話、宜しくお願い致しま

す。：栗山会長、本多副会長、髙橋幹事、田村会員、井上会員、

村社会員、入澤会員、斉藤会員、須藤会員、中村会員、山田会

員、勝間田会員、杉浦会員、佐久間裕章会員、大澤会員、佐藤

正樹会員、酒井会員、笹本会員、佐久間栄一会員、西野会員、

小松会員 

(ご意向)携帯と財布、運転免許証をなくしました。家族はなくさ

ない様気をつけます。：飯塚会員 

 

 

 

 

■卓話：（紹介者 佐久間裕章会員） 

『留学生の現況とローターアクトについて 』 

バギオ基金副会長 斉藤実様 
酒井さんにお願いしてクリスティンさんに来てもらいました。 

他のクラブでローターアクトの話をしてもらった。私は 15分話す。 

留学生について、資料を見てください。バギオ基金留学生から 14

名が育っていった。第 1期からの説明をします。 

ロビン。子供は日本名、感謝で。肝っ玉母さん。 

ジョイ。インドネシアとフィリピンのナースの試験に合格。日本

語が出来ないと難しい。検定 1級。結婚出産でバギオに帰国。 

ジョベリン。日本とフィリピンの APA。経済協力。今は日本で介

護士。 

ジェード。バギオに帰り、医者と結婚。カナダに移住。 

アビゲイル。日系 3世。日本に就職可能。美濃加茂市。 

岐阜市役所の外国人対応担当。 

ミア。パストガバナーの経営する病院に勤務。介護士の資格。 

クリスティン。大変優秀。エスプランナーに就職し、社内でも評

判の従業員。魚を食べればなくなるが、つり方を教えればずっと

食べていける。を沖縄で話して、大変感動してもらった。ロータ

ーアクトの会長。 

エミリー。まだ敦賀にいます。 

介護士の敦賀市の最初の合格。 

福井新聞に載った。 

レインとニッキの男性二人。調 

理師専門学校。パストガバナー 

の学校。人材育成として特別に 

入管が認められた。調理師の勉 

強。レイン君は優秀。先月は亜 

細亜大の入試を受け、先日合格した。武蔵境にあるので通う。例

会で会うことも多くなる。沖縄のかりゆしホテル。料理長に気に

入られ、卒業後に就職が内定している。 

2 級の国家試験。それぞれにがんばっているので、機会があれば

声を掛けていただければ幸いです。 

 

元バギオ基金留学生 クリスティン・ワンゲット様 
ローターアクトの活動の報告をします。 

ローターアクトとは、青年男女が個々の能力の開発に当たって

役立つ知識や技能を高め、地域社会における物質的、あるいは社

会的なニーズと取り組み、親睦と奉仕活動を通じ全世界の人々の

間によりよい信頼関係を推進するための機会を提供すること。 

 またローターアクトの目標は、①専門技術および指導能力を開

発すること②他人の権利を尊重する観念を養い、あらゆる有用な

職業の道徳的水準及び品位を保持し推進すること③若い人々に地

域社会をはじめ世界社会のニーズ及び懸念事項を提起する機会を

提供すること④提唱 RC と協力して活動にあたる機会を提供する

こと⑤ロータリーにおける将来の会員として若い人々の意欲を喚

起すること、です。 

目標に専門技術の開発とあ 

り、月 2回活動があります。 

例会とボランティア活動です。 

東京東ローターアクトは、 

各会員に担当例会があり、 

アイディアや責任感が養える、 

先日は外国人会員の例会で、 

国際交流の場になりました。 

国際色豊かで、２０２０年オリンピックの問題化をテーマにし

ました。英語を使ってのディスカッション。外国人の支店、意見

や見方などの新たな発見も。リーダーシップの成長にも繋がった

と思います。若い人々に地域社会や世界各地のニーズや懸念事項

に取り組むを提供。当クラブは、江戸川の特別支援学校と毎年祭

りの実行。地域社会の懸念事項に取り組む、外国人には奉仕活動

しながら、日本文化を学べる。 

提唱ロータリークラブと協力して活動を提供。東京東江戸川と

プログラム。基本的教育の向上。ミャンマー。田舎の教育の施設

が整備されていない。建設地はヤンゴンから北に 270km、350名の

人口。50名の義務教育、先生は 3名。Galaパーティー開催。小学

校建設の資金に。 

私とローターアクトについて。若者のコミュニティ、仲間作り、

奉仕活動、リーダーシップの育成。ロータリアンのような立派な

社会人になるように取り組む。入会してから、自分のためになる

経験を多く積めた。人と話すのが苦手だったのが、話せるように

なりました。いいところを吸収する術、仕事も起動にのりました。

一番の有益は、ローターアクトを通じて、人脈が増えたことです。

高橋映治幹事に感謝。紹介してくれて有難うございました。あと、

半年頑張りますので、引き続き宜しくお願いします。 

■点鐘・閉会：栗山会長 
 

 

 

【22 件 51,000 円 累計 1,106,000 円】 

入澤昭彦会員(在京国際奉仕委員長会) 

小林健一郎会員(REC Sunrise of Japan) 
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   秋の家庭集会報告（第３グループ） 
テーマ：「東京臨海ロータリークラブの今後」 

日 時：2017年 11月 22日（水）18：30～ 

場 所：東葛西 相撲茶屋 最上 

参加者：リーダー 大澤会員 サブリーダー 佐藤正樹会員 

    栗山会長、本多副会長、高橋幹事 

    斉藤会員、山田会員、尾身会員、小松会員、西野会員、

篠塚会員、井上会員、地引会員 （出席 13名） 

・MYロータリー登録 今期 50％目標（現在 38.8％） 

・全 3 回の家庭集会に参加した。栗山会長はじめ皆さん頑張って

いるし、自身も勉強になっている。皆さんと一緒に頑張り、学

んでいきたい。 

・自クラブは若いメンバーが多く在籍し、希望が多くあるクラブ。 

・他クラブからも期待されている（羨ましがられている）クラブ 

・若手の活躍が大きい。感謝！ 

・自クラブを大切にし、地区にも参加し、臨海 RCを広めたい。 

・各会員の社業を発展させながら、出席率を向上する。 

・全員参加型のクラブ運営＝RC活性化。親睦の大切さ、会員同士

の職業奉仕の大切さを認識し、活発に活動していきたい。 

・地位が人を育てる。多くの機会を若手に創出することが必要。 

・社業の発展＝社員の幸せに繋がる。 

・クラブ全員の協力なくして、発展無し。皆で協力しよう。 

・10年先、20年先を考え、更なる会員増強の必要あり。 

・RCは素晴らしい組織。大人になってからも毎週会えることによ

り親友ができる。会員同士のお付き 

合い、繋がりを大切にする。 

・会員それぞれの RCへの関わり方があ 

って良い。 

・RCをまずは知り、理解することから。 

積極的に参画し、諸先輩方から多く 

のお話を聞きたい。もっと多くの 

機会を頂きたい。 

・客観的に RCを俯瞰することも大切。 

・もっと地域社会（地元）に還元できればと考えている。 

・R財団 230ドルを寄付してほしい。使われかたを知ってほしい。 

 

東京臨海ロータリークラブ 2017～2018 年度 

「東京臨海 RC 旗争奪江戸川区学童ｵﾚﾝｼﾞﾎﾞｰﾙ大会」 
             社会奉仕委員長  田村 浩康 

今年度で２度目となります当クラブ独自の「社会奉仕事業」の

一環で、少年野球児童を応援する支援活動として「江戸川区学童

少年軟式野球」における『東京臨海ロータリークラブ旗争奪オレ

ンジボール大会』を継続支援させて頂きました。 

去る 11 月 12 日（日曜日）の晴れ渡る早朝より、元気で明るく

しっかりと「おはようございます」と挨拶出来る学童少年達、16

チーム各お揃いのユニフォームを着て、一生懸命に野球をしてい

る子供達に感動しました。 

沢山の野球少年、監督コーチ達、ご父兄の方々、主催者と審判

団が集まった「開会式」には、我々11名のメンバーが参加してく

れました。「開会式」では、栗山会長のご挨拶に、私よりメンバー

紹介、佐藤（正）会員ピッチャー、村社会員キャッチャー、そし

て上野連盟会長バッターで始球式を滞りなく行う事が出来まして、

皆様のご協力の下、無事に開会し、野球少年達の熱き戦いが始ま

りました。12 月 2 日（土曜日）には、「閉会式」を無事迎える事

が出来ました。これもひとえに上野連盟会長のもと、監督コーチ

達、ご父兄の方々、主催者と審判団の方々のお力のお陰です。深

く感謝申し上げます。開催中は、目の輝いた野球少年達が、一所

懸命にボールを追いかけている姿を見ていて、昔、リトルリーグ

のキャプテンとして頑張っていた頃の懐かしい記憶を思い出させ

てくれました。16チーム中から決勝戦に残った「しらさぎ」VS「葛

西ファイターズ」のナイターにまで及んだ戦いの結果、「葛西ファ

イターズ」が我が「東京臨海ロータリークラブ旗」を獲得しまし

た。 

そして、「閉会式」では、成績発表・表彰式が行われ、主催者

挨拶に上野連盟会長、来賓挨拶に本多副会長が挨拶をされて、無

事に「閉会式」を終える事が出来ました。これもひとえに協賛頂

きました「京葉鈴木記念財団」の鈴木会員のお陰です。深く感謝

申し上げます。「閉会式」には、我々9名のメンバーが参加してく

れました。感謝です。一般の方々にも認知してもらい、もっとロ

ータリーへの関心を持ってもらえるような「ロータリアンらしい

親睦と奉仕」を実践する事が出来ました。 

今後共、会員皆様のご協力どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

   

   

   

   
クラブ年次総会報告 

日 時 2017 年 12 月 6 日（水） 13：35～13：45 

場 所 東武ホテルレバント東京 3 階「芙蓉の間」 

出席者 会員 35 名中 26 名出席 

議 案  

1.次年度理事・役員選出の件⇒ 下記原案通り承認された。 

【役員】 

会  長             本多 信雄 

副会長兼ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長 佐藤 正樹 

幹 事             佐藤 大輔 

会 計             入澤 昭彦 

会場監督（SAA）・副幹事  杉浦 孝浩 

直前会長            栗山 義広 

【理事】 

職業奉仕委員長   髙橋 映治 

社会奉仕委員長   佐久間栄一 

国際奉仕委員長   酒井 教吉 

青少年奉仕委員長  大澤 成美 

親睦活動委員長   佐久間裕章 

会員増強委員長   中村 群一 

職業奉仕副委員長  須藤宗之助 

会計監査        鈴木 孝行 

理 事          斉藤 実 

※理事役員会は上記役員・理事の 15 名とする。 
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