
 

 

2018年 12月 19日 【第 1123回】 

12月 19日の卓話 12月 12日の出席率 1月 9日の卓話 

  

「近況報告」 

米山中国学友会初代会長 

東京米山ﾛｰﾀﾘｰ E ｸﾗﾌﾞ 2750会員 

姫 軍 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員在籍者数       39名 

会員出席者数       32名 

会員欠席者数    7名 

本日の出席率     84.21％ 

前々回訂正出席率 70.27％ 

 

新年初例会（夜間） 

「魅惑のサンバショー」 

アミーゴスカリエンテス 

≪第 1122 回例会・忘年家族会報告≫ 

2018 年 12 月 12 日 

＜第 1122回例会＞     司会：杉浦 SAA委員長 

■点鐘：本多会長 

■国歌斉唱「君が代」：ソングリーダー 榎本委員 

■ロータリーソング斉唱 

「奉仕の理想」「四つのテスト」（歌） 

■出席状況報告：小松委員 

⇒詳細 1頁バナー下に掲載。 

■点鐘：本多会長 

＜忘年家族会＞  総合司会：佐久間裕章親睦委員長 

■開会挨拶・来賓紹介：本多会長 

 東京江戸川ＲＣ 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ＲＣ 会 長 長島和子様 

副会長 池田佳寿光様 

幹 事 宇田川義夫様 

 米山学友会会員 ベヤード・コーリー様 

元青少年交換学生 石川緑様 

 元バギオ基金留学生 クリスティン・ワンゲット様 
バギオ基金留学生 カルシ・レイニャールショ様 

■来賓挨拶 

東京江戸川ＲＣ会長 西川昭雄様 

東京臨海東ＲＣ会長 長島和子様 

■会員・家族紹介：佐藤大輔幹事 

■乾杯：栗山直前会長 

■プレゼント抽選会：親睦委員会・SAA委員会 

■入会式 

・入会式：白幡隆広様 

 ①職業分類：生命保険募集人   

②推薦者：酒井教吉会員・斉藤実会員   

③カウンセラー：鈴木孝行会員   

④所属委員会：親睦活動委員会 
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入会式：白幡隆広様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレゼント抽選会：親睦委員会・SAA委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■～ A letter of thanks ～ ピアニスト 醍醐様 

 ①佐藤大輔幹事⇒奥様への手紙 

 ②佐藤正樹副会長⇒奥様への手紙 子供達の手紙 

 ③栗山前会長⇒奥様への手紙 

■閉会挨拶：佐藤正樹副会長 

■ロータリーソング斉唱：榎本委員 

 「手に手つないで」 

■集合写真撮影 

■散会 

【忘年家族会総出席者数 85名】 

 来賓 6名 

 現・元奨学生 4名 

 会員 32名 家族 43名 

ピアニスト 醍醐様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京臨海ロータリークラブ 新入会員大歓迎会が 12

月 10 日（月）向島の千代田さんで行われました。（東

京臨海東ロータリークラブの加藤様のところです） 

 3人の新入会員の声を発表します。 

篠塚慎之介会員：ソニー生命の中にも数多くのロータ

リアンがいますので頑張っていきたいです。週に一回、

例会に参加することの難しさを実感しております。目

先の仕事に追われて、自己管理が出来なくなるとは思

ってもみなかった。一生涯続けていくこの活動に関し

て、まだまだ足りないことが多すぎます。ロータリー

の予定は決まっているために、スケジュール調整をし

て例会に望みたいと思います。今の会社に移ってから、

3年も経っていません。ロータリーの四つのテストや

奉仕の理念など、利他を優先する、みんなの利益を優

先していくという考えが、ソニー生命にもあります。

ソニー生命に入社したのですが、ロータリーの理念が

ソニー生命と同じであり、ロータリーにも感銘を受け

入会しました。半分会社員であり、半分個人事業主と

いう立場でございます。皆様のように将来は会社をや

って行けるような人間になりたいです。ロータリーを

続けていくことによって、それに近付いていくと考え

ます。自分の成長に伴い、ロータリーで背伸びをする

こともありますが、しっかりと着いていって頑張りま 

新入会員大歓迎会 
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坂本秀夫会員：佐久間裕章会員からロータリークラブ

を紹介いただき、勉強させていただきたく入会しまし

た。仕事の部分で結果を出していくことが、私の使命

です。会社の年商も給与も上げていきたいので、貪欲

に行きたいと思っています。様々勉強させていただき

ます。 

 
櫻田誠一会員：入会した背景には様々な人との出会い

に感謝しています。凄いところに来てしまった戸惑い

が沢山あります。運と勢いで這い上がって会社を経営

してきましたが、皆さまから吸収して、盗んで発展し

ていきたいです。会社では横柄な態度もあったりいた

しますが、ここではフレッシュな気持ちにさせて頂き

ました。やれることをやって行きます。宜しくお願い

いたします。 

 

杉浦会員：（篠塚慎之介会員カウンセラー） 

篠塚慎之介会員は生き方が不器用で、母性をくすぐる

タイプであります。ほっておけないタイプで、面倒見

ていきたいなと思って入会させました。もっと輝ける

のではないかと思っております。もっと尽力していき

ますので宜しくお願い致します。 

本多会長：（坂本秀夫会員カウンセラー） 

様々な先輩と交流してみてください。人生の勉強にな

ることは間違いありません。失敗も数々してみてくだ

さい。負けない気持ちが大事です。 

栗山会員：（櫻田誠一会員カウンセラー） 

同友会にて口説きました。筋のある会員です。出会っ

た瞬間に誘いたいと思いました。臨海西のオープンで

入会させたのに、移籍いたしますが、親クラブに負け

ないように発展させていきます。親睦ゴルフも楽しみ

にしております。 

 ここからは、会員全員に歓迎の言葉をいただきます。 

佐藤大輔幹事：入会 10年になりますが、皆様から学ぶ

ことばかりです。皆様がお手本なので様々教わりたい

と思います。 

高橋会員：10年ぶりに走ったら筋肉痛になってしまい

ました。新入会員のオリエンテーションで眠りそうな

人が毎年いますが、ゼロでした。しかもメモを取って

いるまじめさでした。期待大です。おめでとうござい

ます。 

笹本会員：ロータリーの関わり方は本人次第と思いま

す。楽しみ友人を作るのもそうです。世界に友人が出

来るかもしれません。例会に毎回来ていただき、様々

な情報を入手していただき、様々なイベントに参加し

て見聞を広めていけたら、楽しいロータリーライフが

見えてくるでしょう。 

入澤会員：入会 10年を過ぎました。入ってよかったで

す。ロータリーは定年がない。なので末永くお付き合

いできます。これからも宜しくお願いいたします。 

大西会員：江戸川区の行政の活動に専念しています。

様々なお願いをかなえるべく、相談業務もしておりま

す。出席率も上げていきたいです。皆様が仲間ですの

で、こちらこそ宜しくお願いいたします。 

舛本会員：入会して 1 年たちましたが、まだ知識も追

いついていませんが、ロータリーにお誘いいただいた

方や、今ロータリーにいらっしゃる方で、お知り合い
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の方以外の方々との交流を積極的に持っていただけれ

ばと思っています。入会してから 1.5 倍の従業員数。

売り上げは 2 倍以上の推移となる予定です。この会は

レベルが高く価値が高いと思います。友人交流を積極

的におすすめいたします。 

地引会員：私の真似をしないように頑張ってください。 

小松会員：入会して 2 年が経ちました。皆様と一緒に

頑張っていきます。寄付のお願いがありましたら、ご

協力をお願いいたします。 

佐藤正樹副会長：10年目の入会になりますが、例会で

言うと雑務が沢山あります。雑務を愚直に頑張ってき

ました。ロータリー活動以外で、この真価が発揮され

ると信じております。沢山成長する多くの機会があり

ます。雑務を馬鹿にせず、自分の為に発揮してくださ

い。 

尾身会員：反省すべき点も沢山ありますが、様々な経

験をさせて頂き、売り上げも倍に増えました。しっか

りとやって行きたいと思います。 

勝間田会員：入会前はロータリーが分からなく、様々

な説得の下、入会いたしました。今になって誘われて

よかったと思えるようになりました。それは皆様から

の教わることが多く、質問にもしっかりとお答えいた

だけることが嬉しいです。 

西野会員：まさか臨海西にいくとは思っていませんで

した。ロータリークラブ入会時の同期を大事にしてい

きたいと思います。栗山会長からご飯に行こうと誘わ

れ、ご飯には何かのイベント話があるのですね。2 年

目にして移籍し、また幹事となります。ロータリーが

どのような仕組みで動いているのかなど、分からない

ことばかりですが、今凄く勉強しています。これから

もご指導を宜しくお願いいたします。 

飯塚会員：昨年、週報委員長になったときに、ロータ

リーの関わり方が変わりました。徐々にロータリーが

分かってきて、ロータリーって何がやりたいのか、人

間として成長させてくれる場所なのではないかなどを

気づかされた。ロータリーは社会として、経営者とし

て、様々な事を教えてくれる場所なんだと思いました。

バギオ基金やゴルフ幹事や地区の青少年などのお仕事

を今年しています。新入会員の皆様へ。ロータリーク

ラブに参加して、何が得られるかは、人それぞれです。

自分自身の為になるかならないかは、考え次第です。

選択するのは自己責任を伴います。自分が変わらなけ

ればと思わなければ、変わりません。自分の指針とな

るような人を見つけて、目指してみましょう。 

佐久間裕章会員：商工会で鈴木会員と出会い、入会い

たしました。ロータリー入会から 5年半で売上は 11倍

となりました。世界が目まぐるしく変わってきました。

例会に参加しないということは、ロータリーに必要と

されない人間になってきますので、出席が増えれば増

えるほど良いです。本年度は親睦委員長という大役を

仰せつかっておりますが、正直忙しいです。しかし、

出席できるということは、仕事でも任せられる人を育

成できたということ。それにより、自分が外の世界に

目を向けることができる。新入会員の皆様には、様々

な社会貢献活動に参画していただければと思います。 

坂本康朋会員：4 年目になりますが、成長させていた

だきました。出席が出来ないこともありましたが、し

っかりと土台を立て直して、出席できるようになりま

した。粗さもムラもなくなり成長しました。いい仲間

でいてください。 

井上会員：4 年目になります。高橋会員のレクチャー

は週報の担当をしていたおかげで、言葉が理解できま

した。高橋会員のロータリーの教養を週報に落とし込

んでいこうと頑張っています。新入会員がロータリー

を分かっていただけるような、週報になっていますの

で宜しくお願い致します。 

佐藤輝彦会員：出席率が悪かったですが、業務も安定

してきましたので、出席を頑張りたいと思います。ロ

ータリーに参加するのではなく、皆で力を合わせて運

営していくんだということを教わりました。家族関係

も良くなり、幸せを感じております。人は変われると

いうことを感じて頂ければ幸いです。 

鈴木会員：若手の多い会になりました。ロータリーは

事業を伸ばすことが目的ではないです。悪い友達を作

るところでもありません。先輩後輩もあります。会社

では経験できないこともあります。皆様は会社では主

ですが、雑用をすることは新鮮であります。会社では

人から命令されることもありません。ロータリーは、

自分自身を作っていく、第二の人生勉強の始まりです。

ロータリーの目的は、世の為、人の為になってみたい

ということです。自分の欲からスタートすることもあ

ります。当然会社もよくなります。様々な人と会い、

様々な知識を得ます。例会に出席することにより、人

を知ることが出来ます。1 週間に 1 回会う友達って、

なかなかいません。嫌なところも見えるかもしれませ

んが、いいところが見えてきます。いいところを学ん

でいくと、自分のものになっていく。自分が変わって

いくということに、必ずつながっていく。ロータリー

というところは、そういうところです。仲間でいられ

ます。 

 

 

 

 

 

当クラブ例会予定 

2018年 12月 26日（水）休会 

2019年 1月 2日（水）休会 

2019年 1月 9日（水）新年初例会（18：30～20：00） 

 


