
 

 

2018 年 8 月 22 日 【第 1109 回】 

8月 22日の卓話 8月 8日の出席率 8月 29日の卓話 

 
「ローターアクト 

～50 年を繋ぐファンファーレ～」 

第 2580地区ローターアクト 

地区広報委員長 鈴木宏美様 

（東京ワセダ RAC所属） 

 

 

会員在籍者数       37名 

会員出席者数       32名 

会員欠席者数     5名 

本日の出席率     86.49％ 

前々回訂正出席率 75.68％ 

 

「集客の窓口」 

㈱アドコモンズ 

社長 安西修造様 

 

創立 25 周年記念例会・祝賀会 

≪第 1108 回例会報告 2018 年 8 月 8 日≫ 

東武ホテルレバント東京 4 階「錦の間」 

[第 1 部：記念例会]         司会：幹事 佐藤大輔 

■点鐘：会長 本多信雄 

■国歌斉唱・RotarySong 

斉唱：Songleader坂本康朋 

 「日本国国歌」 

 「中華民国国歌」 

 RotarySong「奉仕の理想」 

■来賓紹介：会長 本多信雄 

東京江戸川ロータリークラブ 

会 長 西川昭雄様 

副会長 稲山雄一様 

幹 事 山本昌之様 

東京臨海東ロータリークラブ  

会 長 長島和子様  

副会長 池田佳寿光様 

幹 事 宇田川義夫様 

元ガバナー補佐 羽鳥貞雄様 

台北仁愛ロータリークラブ 

 会 長 胡東龍様 

 会長エレクト 林立誠様 

 副会長 陳恭宏様 

 幹 事 楊家昌様 

夫人 陳雅紋様 

 RI3522地区総監特別顧問 

蔡衍榮様 

 元会長 陳吉輝様 

夫人 陳鄭美津様 

 元会長 曾得偉様 

 元会長 張凱様 夫人 郭銘秀様 ご子息 張恩碩様 

 聯諠委員会副委員長 李世豪様 夫人 蔡婷婷様 

名古屋城北ロータリークラブ 

 会 長 奥村一憲様 

元会長 岩田佳之様 

元会長 筒井俊秋様 

元会長 津坂守英様 ご子息 津坂章仁様  

ご息女 津坂美貴様 

元バギオ基金留学生 Kristine Joy Wanget様 

■会長挨拶：会長 本多信雄 

  台風のお足元の悪い中ありがとうございます。

オレンジボール少年野球大会・子ども食堂など、

自クラブ独自の見える奉仕を重点的に活動を強化

していきます。 

■来賓祝辞 

 東京江戸川 RC会長 西川昭雄様 

  本年度はガバナー補佐になられた斉藤様、地区

幹事になられた今井様と、地区に貴重な人材を多

数輩出されております。江戸川 5 クラブの中では

最も年齢の若い会員が多いクラブでもあります。

活力を与えるものであるとともに、クラブの将来

を考えた場合にはとても望ましい姿ではないかと

思うところであります。 

東京臨海東 RC会長 長島和子様 

  25年前、私はチャーターナイトにお邪魔させて

いただきました。子クラブである臨海東 RCを 2年

後に作るとは思ってもみませんでした。私たちの

お手本となるクラブです。目標を持たれて職業奉

仕活動をされていることは素晴らしいと思います。

RCの歴史を意識して行動していくことも大事なの

で、この 1年過ごしていきます。 
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台北仁愛 RC会長 胡 東龍様 

  心からお祝いを申し上げ

ます。1995.6.23に姉妹クラ

ブを結びました。両クラブ

の絶え間ない努力の結果、

様々発展してきました。深

い友情を示しています。奉

仕活動に全力を尽くし、結

果も出してきました。臨海

RC との友情が永遠に続くこ

とを祈ります。 

台北仁愛 RC 第 3522 地区総監

特別顧問 蔡 衍榮様 

  臨海 RC のメンバー、名古

屋城北 RCの皆様、他の皆様、

こんばんは。23か 24年前に

初めて臨海 RC を尋ねたこと

を思い出します。斉藤さん、

須藤さん、佐久間さん、大澤

さん、懐かしい顔を見て嬉し

いです。私たちはお互いに何

度も訪問しあいましたね。台北仁愛 RC は 33 人い

ます。チャーターメンバーは 10 名残っています。

台湾では 8 は発展する意味。2018.8.8 は 3 つの 8

があります。頑張って下さい。台湾は北京語です。

会長は今日のスピーチの為に日本語勉強しました。 

ﾊﾞｷﾞｵｻﾏｰｷｬﾋﾟﾀﾙ RC 会長 JOSE ANTONIO M BALTAZAR 様 

（ビデオレター） 

  親愛なる本多信雄会長、東 

京臨海 RC25周年誠におめで 

とうございます。ﾊﾞｷﾞｵｻﾏｰｶ 

ﾋﾟﾀﾙ RC会員一同お祝いに駆 

け付けたいところではあり 

ますが、21回就任式セレモニ 

ーが重なっているために、誠 

に申し訳ございません。共通 

の理念、活動方針があるから 

こそ、長くお付き合いさせていただいております。 

特に未来を担う子供たちへの育英資金、奨学金、 

またウォータープロジェクトについても参考とさ 

せていただいております。 

名古屋城北 RC会長 奥村一憲様 

  6 名参加させていただきま

した。当クラブは友好クラブ

として参加させていただいて

おります。以前の伊勢神宮参

拝の時はお世話になりました。

本年度から名古屋城孔雀の間

での例会開催となっておりま

す。是非お越しください。 

■創立 25周年記念寄附贈呈：会長 本多信雄 

公益財団法人 ロータリー日本財団 

公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会 

一般財団法人 比国育英会バギオ基金 

江戸川区 青少年の翼事業 

NPO法人 らいおんはーと 

■24年在籍皆勤賞表彰：会長 本多信雄 

 斉藤実会員：24年間皆勤賞、何よりもうれしいです。

誰でももらえるわけでは無いので、自分の勲章で

す。いずれ誰かに破られると思いますが、破られ

ないように延長しておきます。 

■幹事報告：幹事 佐藤大輔 

 東京江戸川 RC、東京臨海東 RC、台北仁愛 RC、 

 名古屋城北 RCの皆様より、お祝金を頂戴致しました。 

 台北仁愛 RC皆様よりお土産も頂戴いたしました。 

■点鐘：会長 本多信雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

[第 2 部：祝賀会]     司会：親睦委員長 佐久間裕章 

■乾杯：元会長・地区研修協議会実行委員長 大澤成美 

  様々なご祝辞をありがとうございました。当クラ

ブは在籍者数は 37名ですが、40代が 17名、50代が

8名、30-60-70代で 3名ずつくらい、90代 1名とな

ります。平均年齢 49 歳。私は、来年 4 月 23 日に開

催する第 2580 地区研修協議会の実行委員長を仰せ

つかりました。皆様何卒ご協力をお願いいたします。 

■歓談(当日昼間に行ったバスツアーの模様を上映) 

1件目：子ども食堂 NPO法人らいおんはーと及川氏： 

毎日やらなければ意味がない。こどもたちがいつで

も来たいときに来れる環境を作ってあげたい。3 歳

～34歳までの利用がある。親御さんにも理解しても

らい、全体に周知していくことが大切。一食 100 円 

おやつ一食 50 円 現在定員 10 名です。毎日ご飯を

提供して運営しています。毎日ご飯を提供できてい

るのは「ぬくもり子ども食堂 ぬくぬく」だけだと

思う。 

白井氏：就学援助（準要保護）と生活保護（要保護）

という言葉があります。江戸川区では 1/4 強ほどの

数がいます。朝ご飯を食べている子供が少なく、学

力の低下がみられている。子ども食堂は NPO でやっ

ていますが、様々なボランティアで運営されていま

す。今はいじめにあうので、食べるものをあげなく

ても、スマートフォンだけは持たせている時代。食

事にありつけない子供を探すことも難しい。 

大西会員：以前、白井氏が、勉強に縁がなかった子 

供や大人を集めて「ぬくもり塾」をやっていた。当
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時の及川氏がそれに感銘して今があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2件目：妙勝時（高松邸） 江戸川区江戸川 

 斉藤会員：様々な臨海ロータリークラブの歴史が詰

まっています。流行語「よいではないか」が流行り

ました。妙勝寺でジャズや講演会などをよくやって

交流を図っていました。 

 高松夫人：文化の

交流をしており

ます。歌手や大使

などに来ていた

だき、様々な交流

や活動を行って

おります。 

 

3件目：行船公園 江戸川区北葛西  

臨海 RC10周年記念 石碑見学 

4件目：葛西駅 南口  

臨海 RC15周年記念 モニュメント見学 

 

■アトラクション 

 ・東京臨海 RC25年のあゆみ スライドショー 

 ・本場フィリピンのダンサーによる バンブーダンス 

■閉会挨拶：副会長 佐藤正樹 

■集合写真撮影 

■散会 

 

 

 

台北仁愛 RC様・名古屋城北 RC様を迎えての歓迎会 


