
 

 

2018 年 8 月 1 日 【第 1107 回】 

8月 1日の卓話 7月 25日の出席率 8月 8日の卓話 

 

「ＲＹＬＡ（ライラ）について」 

国際ロータリー第 2580地区 

ＲＹＬＡ委員会委員 

渡邊昌裕様 

 

会員在籍者数       37名 

会員出席者数       24名 

会員欠席者数    13名 

本日の出席率     64.86％ 

前々回訂正出席率 75.00％ 

 

「東京臨海ＲＣ 

創立 25周年記念例会・祝賀会」 

 

   ≪第 1106 回例会報告 2018 年 7 月 25 日≫ 

                  司会：舛本俊輔 SAA委員 

■点鐘：本多会長 

■ロータリーソング斉唱「日も風も星も」 

：ソングリーダー小松委員 

■「四つのテスト」斉唱（歌） 

■「ロータリーの目的」 

東京臨海 RCVer.唱和：佐藤(正)副会長 

■ビジター紹介：本日は、いらっしゃいませんでした。 

■会長報告：本多会長 

・本日は、クラブ奉仕部門フォーラムを開催致します

ので、例会を 1時に終了させて頂きます。 

・直前会長の栗山義広様より、クラブ基金に多額の寄

付を頂きました。 

・東分区会長・幹事会（7月 23日、浅草ビューホテル）

出席報告。 

■幹事報告：佐藤大輔幹事 

・西日本を中心に発生した集中豪雨で、甚大な被害が

出ております。先週、募金箱を回し 23,000円集まり

ました。今週もう一度回させて頂きます。ご協力宜

しくお願い致します。 

・今年度東分区インターシティ・ミーティングは、10

月 25日(木)に開催されます。それに伴いその週の当

クラブ例会を 10 月 25 日（木）に変更致します。Ｉ

Ｍの登録内容をお知らせ下さるようお願い致します。 

・本日、方針と計画書を会員皆様のメールボックスに

配布しました。11月 7日の松坂ガバナー公式訪問日

にも持参頂きたいので、メールボックスでの保管を

お勧めします。 

・東京東江戸川 RC様からのご連絡です。 

①東京東江戸川 RC創立 50周年記念式典・祝賀会を 10

月 27日（土）14:00～20：00東武ホテルレバント東

京にて開催致します。 

 出席頂ける方がおられましたら 8月 22日までに所属

クラブ事務局経由でご連絡下さい。 

②東京東江戸川 RC 創立 50 周年記念シンポジウム～子

どもの命は地域で守る 子どものサインを見逃さな

いために～を 9 月 2 日（日）に開催致します。チラ

シのコピーを会員皆様のメールボックスに配布しま

したのでご覧下さい。 

■委員会報告 

・クラブ奉仕委員会(佐藤正樹委員長) 

 本日例会終了後、1：05 よりクラブ奉仕部門フォー

ラムを開催致しますので、会員皆様のご出席をお願

い致します。 

・親睦委員会（佐久間裕章委員長） 

 親睦家族会（オールディーズ）は、7 月 27 日（金）

です。開始時間は 18：00からです。お申込頂いた皆

様は、本日中に会費を親睦委員長にお願い致します。 

・地区研修協議会実行委員会(大澤実行委員長) 

 地区研修協議会実行委員会を 9月 12日（水）の例会

後 13：30～13：40に開催致します。会員皆様の出席

をお願い致します。今年度はハイアットリージェン

シーで行われます。臨海 RCはホストですので会員全

員で行っていきたいです。 
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■出席状況報告：勝間田 

会員⇒詳細 1頁バナー 

下に掲載。 

■ニコニコ BOX報告：井  

上会員 

 (ご意向)本日のクラブ奉仕部門フォーラム宜しくお

願い致します。：本多会長、佐藤正樹副会長、佐藤大

輔幹事、須藤会員、井上会員、村社会員、斉藤会員、

勝間田会員、酒井会員、佐久間栄一会員、髙橋会員、

山田会員、小松会員、田村会員、栗山会員、中村会

員、入澤会員、大澤会員、坂本康朋会員 

【19件 46,000円  累計 296,001円】 

■卓話 本日卓話はありません。休憩を挟んで 1 時 5

分よりクラブ奉仕部門フォーラムを開催致します。 

■点鐘・閉会：本多会長 

 

 

■クラブ奉仕部門フォーラム 

 趣旨：各委員長、担当から所信表明を頂く事、会員

皆様からの思いを伝えあうことで、RC会員同士の理解

を深めあう。クラブへの参画意識を高めあい、更なる

クラブ活性化に繋げる。 

・本多会長挨拶：ロータリー前に事前準備をしっかり

として例会に臨んでいます。 

■プログラム委員会：坂本康友委員 卓話のスケジュ

ール等が円滑に進むよう様々活動いたします。 

■親睦活動委員会：佐久間裕章委員長 出席率を上げ

ていきたい。親睦になるようロータリーへの思いを

上げられるよう行動していきたい。親睦会や親睦旅

行等も検討中。ニコニコも引き続き盛り上げていき

たいです。 

■会場監督委員会：小松副委員長 SAA の由来を知っ

て、RCでの役割を、目配り、気配り、心配りをして、

輪番制としておりますのでご協力お願いいたします。 

■出席：村社委員（代読） 各種委員会、協議会、フ

ォーラム、地区・分区の会合や大会、IM、国際大会

などに対して、出席意識を高めて頂けるよう行動い

たします。①出席率の向上②クラブ内外のイベント

の参加に声掛けをしていく③メークアップの促し。 

■ソングリーダー：榎本委員（代読） 例会の初めに

清々しく運営できるよう活動していきます。 

■会員増強委員会：中村委員長 会員増強は毎年して

いますが 40人に到達したいです。まだメンバーにい

ない業種を募集したいと思います。当クラブの会長

のテーマをもって、様々な職業と交流していくこと

が大切だと思います。 

■会員選考・職業分類：山田委員 クラブの発展には

新入会員の獲得が必須です。新会員候補者の推薦に

繋がるようにしていきます。 

■会報・IT委員会：井上委員長 新入会員も増えてき

ているので例会で出たトピックをかみ砕いて週報に

載せていきます。またホームページのリニューアル

を近々で完成させていきたいと思います。またマイ

ロータリーの参加、フェイスブックのイイネも宣伝

していきます。 

■クラブ基金：鈴木委員（代読）クラブ基金の意義を

会員に広めたい。新入会員の入会金が組み込まれる

ことや、会員の善意による積み立てであることなど 

を伝えていく。①25周年を迎えるに当たり、クラブ

基金の取崩しの有無を考察したい。②新入会員の増

強による基金の増大を図りたい。③慶弔・記念・褒

章などに対してのクラブ基金の関わりを伝えたい。 

■ロータリー情報＋クラブ研修リーダー 栗山副委員

長 ロータリーの友をより一層理解していただける

ようにいたします。ロータリークイズなど様々な資

料があるので、例会の時に皆様と勉強出来たらよい

です。例会でのコミュニケーションも大切ですが、

日々の会員とのコミュニケーションをもっと大切に

していくことも重要だと思います。RLI のことも例

会に取り入れていくのも良いと思っています。 

■ゴルフ幹事：飯塚委員 ゴルフは親睦にとってよい

スポーツです。なるべく多くの会員が参加できるよ

う呼び掛けていきます。日程は早めに周知できるよ

うにしていきます。 

■地区研修協議会：大澤実行委員長 皆様が実行委員

会の委員ということで、皆で認識して活動していき

ましょう。早めに行動していくことが大切です。 

講評：斉藤会員 ガバナー公式訪問にて「クラブで力

を入れている奉仕事業」「拡大増強の報告」「クラブ

の将来像とそれを考える組織図について」これらを

地区協議会のホストクラブですので、しっかりとや

りましょう。当クラブでの卓話スケジュールも早め

に決まればお知らせをしていくことも必要です。 

各会員から 
 高橋会員：様々お手伝いできることはたくさんある

ので、言ってください。 

 田村会員：姉妹クラブ担当ですので、台北仁愛 RC フ
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 ィリピンバギオサマーキャピタル RCの 2クラブを

接待していきます。ロータリーの友の地区代表委

員も行っています。ロータリーの友がリニューア

ルしました。ロータリーの友の手引書があります

のでご覧になってください。 

 須藤会員：様々な取り組みをして、クラブの魅力を

上げていきましょう。このクラブに入ってよかっ

たなというようなクラブ運営が出来たらよいです。 

 佐久間栄一会員：プログラム委員は大切な役目です

ので、盛り上がっていければよいです。 

 入澤会員：会計の係ですのでしっかりとスムーズな

運営が出来るよう頑張ります。パスト会長として

もフォローアップしていきます。 

 笹本会員：分区幹事でしっかりと活動していきます。

様々な役割がどういう仕事をしているかというこ

とも、会員の皆様には知ってほしいと思います。

クラブの体制強化も考えていけたらと思っていま

す。 

 飯塚会員：RE-5など様々なゴルフの調整などを行っ

ていきます。 

 勝間田会員：各行事に参加して RCのことを様々学ん

でいきます。 

 佐藤大輔幹事：皆様のクラブ愛を感じます。様々盛

り上げて、クラブ運営を確実にし、活性化させて

いきましょう。 

 佐藤正樹副会長：クラブ奉仕委員長兼ねて報告しま

す。クラブ運営に関して諸先輩方にご相談しなが

ら役割を果たしていきたいと思います。 

 本多会長：学ぶことが非常に多い。様々な準備も用

意周到に行うことが大切。逆算してポイントはど

こか、どういう風に割り振って達成していくかを

非常に重要視して考えるようになった。皆様の出

席率を高めて、様々盛り上げていくことが大切で

す。新しい会員も積極的にお手伝いしてくれる。

若手が沢山いるいいクラブなので、様々吸収して

成長してくれると思います。 

 

 

 

7 月スタートした新年度ですが、もう月の終わりで

すね。田村会員のご紹介で「ロータリーの友」手引書

というものがありますので是非ご一読いただけません

か。「毎月届くけど、知っているようで知らない『ロー

タリーの友』創刊の経緯から現在に至るまでの歩みを

まとめました。」とのことです！ 

 
 

 

 
※紹介は順不同 記事入稿次第随時 

今週は 2人目 田村浩康会員の記事です☆ 
私は、東京臨海ロータリークラブに、故高松孝俊会 

長、斉藤実幹事の創立３年目の春に入会致しました。 

先ずは、22年もの長期に渡り、お付き合い賜りました

皆様方に深く感謝申し上げます。 皆様と出会う事が

でき、「人生色々」をお教え頂きまして、誠に有り難う

ございました。 

私のロータリー人生は、誰よりも人情の厚い鈴木会 

員との出会いで始まり、見習うべき経営哲学と誰もま

ね出来ないリーダーシップなど、色々な事を教わりま

した。そして何度も助けて貰いました。 

最年長の須藤会員には、当時最年少の私に、新小岩 

駅前のご自分の須藤花店ビル設計監理を任せてもらい

まして、それをきっかけに会員皆様から、お仕事のご

依頼を賜るようになりました。 

ロータリー歴 10年を期に 2006-07年度・佐久間会長 

時代の幹事をさせて頂きました。この一年間は忘れる

事の出来ない一年間でした。こんなに男気が有り、優

しい気持ちのある人に仕える事が出来ましたのもロー

タリーのお陰です。今まさに 20年来の感謝を「職業奉

仕」させて頂いております。そして、当時の東分区同

期のロータリアンとは、未だに良きお付き合いさせて

頂いております。 

皆様は、大人になって出来た、私の「一生の友達」 

です。まさに「ロータリークラブ」ならではです。

2012-13年度・第 19代会長をさせて頂けたのも、皆様

のお陰様で、何とかやり遂げる事が出来ました。会長

退任後にあんな盛大に「お疲れ様会」をして頂けた事

は、私の「一生の思い出」です。今年度において、『ロ

ータリーの友』地区代表委員にご推薦して頂けました

のも、皆様のお陰です。職務を全う出来るように一生

懸命にさせて頂きますので、ご支援の程、宜しくお願

い申し上げます。 

新コーナー 

東京臨海ロータリークラブ 25周年への思い 

 

ロータリーをもっと知ろう 


