
 

 

2019 年 7 月 3 日 【第 1145 回】 

7月 3日の卓話 6月 26日の出席率 7月 10日の卓話 

 

新旧役員引継式 

「三役就任挨拶」 

会 長 佐藤正樹様 

副会長 髙橋映治様 

幹 事 杉浦孝浩様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員在籍者数       38名 

会員出席者数       33名 

会員欠席者数     5名 

本日の出席率     86.84％ 

前々回訂正出席率 75.68％ 

「五大奉仕委員長就任挨拶」 

クラブ奉仕委員長 鈴木孝行様 

職業奉仕委員長  佐藤大輔様 

社会奉仕委員長  大澤成美様 

国際奉仕委員長  舛本俊輔様 

青少年奉仕委員長 入澤昭彦様 

 

 

 

≪2018-2019 年度最終例会 第 1144 回例会報告≫ 

2019年 6月 26日(水）18：00～19：30 

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 榎本会員 

■ロータリーソング斉唱「日も風も星も」 

■「四つのテスト」斉唱（歌） 

■「ロータリーの目的」 

東京臨海 RCVer.唱和：佐藤正樹副会長 

■来賓・ゲストスピーカー紹介：本多会長 

 東京臨海西ＲＣ会長 栗山義広様 

〃  副会長 飯塚憲貴様 

〃   幹事 西野充英様 

■ビジター紹介：榎本会員 

本日は、いらっしゃいませんでした。 

 
■会長報告：本多会長 

・東京臨海西 RC様より、お祝金を頂戴致しました。 

・東武ホテルレバント東京様へお中元を贈呈致します。 

 
■幹事報告：佐藤大輔幹事 

・次週 7 月 3 日（水）は、新年度初例会です。例会開

始時間 5 分前より新旧引継式を行ないますので、 

12：15 頃までにご参集下さるようお願い致します。 

・6月の理事役員会議事録を 6月 20日に会員皆様へメ

ールにて送信致しました。 

■委員会報告 

・杉浦次期幹事 

 ①次年度「理事役員委員会構成表」、「行事予定・卓

話者紹介担当表」、「例会当番表」を会員皆様のメー

ルボックスに配布しました。 

 ②7月 10日（水）の例会に、次年度ガバナー補佐 田

村純治様と次年度分区幹事 皆川英久様が出席下さ

る予定です。 

 ③東京ベイ RC 様より、東京ベイ RC 会員 石渡秀雄

様の事業所 墨田川造船㈱の事業所見学の案内を頂

きました。日程は、7 月 17 日（水）です。案内は、

6月 24日に会員皆様宛転送してますので、詳細は案

内をご覧ください。 

・次年度クラブ奉仕委員会（鈴木次年度クラブ奉仕委

員長） 

 クラブ奉仕部門フォーラムを 7月 24日（水）例会後

に開催致します。今の東京臨海 RCらしいクラブ奉仕

委員会を構成してみませんか。平均年齢も下げつつ、

どんどん活性化したいと思っておりますので、皆様

全員のご出席をお願い致します。 

・佐藤正樹副会長（次年度会長） 

 皆様にお願いがございます。来年 2 月に沖縄で開催

予定の地区大会に合わせて、井上親睦委員長、酒井

会員にご協力をいただいて、沖縄への親睦旅行を 2

月 12 日(水)から 14 日(金)までの日程の 2 泊 3 日で

計画しております。一人でも多くの会員の皆様のご

参加をお願いいたします。 

■出席状況報告：村社会員 
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 ⇒詳細 1 頁バナー下に掲載。 

■ニコニコ BOX報告：小松会員 

(ご意向)本日は、最終例会にお招き頂きありがとうご

ざいます。三役の方々、会員の皆様、お疲れ様でし

た。来年度も宜しくお願い致します。：栗山義広会長、

飯塚憲貴副会長、西野充英幹事（東京臨海西 RC） 

(ご意向)１年間、大変お世話になりました。会長を無

事終了できました。来年度は、佐藤正樹会長の為に

頑張ります。：本多会長 

(ご意向)皆様、１年間お世話になりました。ありがと

うございました。：佐藤正樹副会長、佐藤大輔幹事 

(ご意向)今日は最終夜間例会です。本多会長、佐藤大

輔幹事はじめ執行部の皆様、１年間お疲れ様でした。

又、お世話になりありがとうございました。：佐久間

裕章会員、山田会員、須藤会員、勝間田会員、井上

会員、村社会員、櫻田会員、大澤会員、白幡会員、

篠塚慎之介会員、小松会員、田村会員、大西会員、

榎本会員、坂本康朋会員、坂本秀夫会員、入澤会員、

中村会員、尾身会員、杉浦会員、髙橋会員、佐久間

栄一会員、白井会員、酒井会員、地引会員 

(ご意向)ガバナー補佐として１年間大変皆様にお世話

になりました。ありがとうございます。：斉藤実会員 

＊東京臨海西 RC様よりお祝金を頂戴致しました。 

 

 
■出席率優秀者発表（賞品授与：クオカード） 

（期間は、2018年 7月～2019年 5月） 

[ホームクラブ出席 100％] （3名） 

須藤会員、本多会長、佐藤大輔幹事 

[訂正出席率 100％]（12名） 

 入澤会員①、佐藤正樹会員③、田村会員③、 

斉藤会員④、髙橋会員④、山田会員⑤、笹本会員⑦、

杉浦会員⑧、酒井会員⑨、佐久間裕章会員⑩、 

今井会員○27、篠塚仁会員○36（数字はﾒｰｸｱｯﾌﾟ回数） 

 
■乾杯・来賓挨拶：東京臨海西 RC 会長・東京臨海 RC

直前会長 栗山義広様  

本日は、私共、子クラブ三役をお招きいただき誠にあ

りがとうございます。そして、本多会長はじめ、三役

の皆様、そして、5大奉仕、色々な役割を、皆様、1年

間お疲れ様でした。私も東京臨海 RC様で研修リーダー

や、地区でクラブ奉仕委員をしておりましたので、ご

迷惑をお掛け致しました。昨年の今頃はこの場に立っ

ておりました。当クラブは先週最終例会が終わり予算

組を始めておりますが、29 人の会員数だと厳しいもの

がある。昨年度は、その点、色々と不手際等あり申し

訳ございませんでした。地区協においても、大澤実行

委員長はじめ、立派に務められたことを子クラブとし

て本当に誇りに思っております。昨年の 10 月頃より、

発起人代表の鈴木会員、新クラブアドバイザーの斉藤

ガバナー補佐には大変お世話になり、本多会長はじめ

会員の皆様にメンバーをご紹介いただき、何とか例会

12回目を終えました。まだまだこれからやっていかな

いといけないことが沢山ございますので、親クラブの

皆様の存在が本当に心強く感じております。 

我々も親クラブ同様、会員の増強を図ってまいりたい

と存じますし、人数は少ないですがどこかでキラッと

光る素晴らしいクラブにしていきたいと思っておりま

す。本日は、お招きいただきまして、本当にありがと

うございます。 

■DVD放映（40分間） 

・本多会長（25周年 DVDについて） 

これまで 25年間の当クラブの歴史を知っていただ 

きたいという想いで作らせていただきました。こち 

らの DVDは販売も致しておりますので、ぜひご購入 

をご検討下さい。先人の方たちのことを皆さんの心 

の中に刻んでおいていただきたいと思います。 

■本多会長より感謝状贈呈 

 
・感謝状 地区研修協議会実行委員長 大澤成美様へ 

・ガバナー補佐卒業証書 ガバナー補佐 斉藤実様へ 

■三役退任挨拶  

・佐藤正樹副会長 

 改めまして、東京臨海 RC の皆様に心より感謝いたし 

ます。本当にありがとうございました。 

私自身の感想を少しお話しさせていただきます。本 

多会長、髙橋会員には、私の若い頃から見捨てずに 

ここまで導いて頂きました。恩返しが出来たかわか 

らないのですが、支えさせていただきまして本当に 

有り難かったと思っております。佐藤大輔幹事とも 

古いお付き合いなのですが、大輔さんの持ち前の明 

るさと純心さもあり、自分で言うのもおこがましい  

ですが、すばらしい三役だったのではないかと思っ  

ております。また、今年度の地区協を大澤実行委員  

長の下で皆様にご協力いただきながら乗り切れたこ 

とは素晴らし事ですし、皆様との絆が深まったと思 

っております。鈴木会員、斉藤会員のサポートのも 

と、栗山直前会長が新クラブ設立に向けてとても頑 

張られていて、飯塚副会長と西野幹事が泣き言も言 

わずにしっかりやっているということを傍らで見せ 

ていただけたことというのは私自身の財産です。有 

【33 件 123,000円 今年度累計 2,164,241 円】 
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 り難かったと思います。また、事務局の佐藤さんに 

は来期からも苦労ばかりかけて大変恐縮です。いつ 

も佐藤さん、ありがとうございます。来期は感謝の 

気持ちを忘れずに、謙虚に皆さんにいただいたご恩 

はしっかり一つずつお返しできるように私なりに精 

一杯務めさせていただきます。本当にこの一年、本 

多会長を皆様支えていただきまして、ありがとうご 

ざいました。 

・佐藤大輔幹事 

 この度、幹事をさせていただきましたけれども、お 

陰様でロータリーを続けていくにあたり、大変勉強 

になりました。２５周年があり、東京臨海西 RCの立 

ち上げがあり、研修協議会等がある中で、正直大変 

ではあったが、事務局の佐藤さんとメールをしてい 

たら一年間があっという間に終わってしまった印象 

でした。これまでの９年間よりもこの一年が１０年 

分、２０年分ものロータリーについて勉強できまし 

た。家庭集会にもすべて出席し、皆様とのコミュニ 

ケーションが増え様々なことを学べました。地区研 

修協議会で地区の方たちと話す機会も増え、一つ一 

つが勉強になりました。これまでは、自らの発言に 

ついてもその場限りといったことがあったが、心の 

中からロータリアンとしての考え等が浮かんでくる 

ようになりました。本当にいい経験だと思います。 

皆さんも、これから幹事を打診されることがありま 

したら、ぜひ、経験していただきたいと思っており 

ます。一年間、皆様のご協力とご指導のお陰で何と 

か無事に終えることが出来ました。本当にありがと 

うございました。 

・本多信雄会長 

 本当に、１年間、皆さんと会長としてお付き合いさ 

せていただきまして、本当にありがとうございまし 

た。御礼申し上げます。本年度のテーマは「職業を 

通じて広げる絆」ですが、皆さんの社業がこの一年、 

発展してきましたでしょうか。私は、自分で起業し 

ておりますので、皆さんへのヒントになり、手助け 

になり、少しでも私と付き合って良かったなと思っ 

ていただく一年を自分なりに一生懸命やらせていた 

だきました。私は約１３年間、東京臨海 RCに所属さ 

せていただいておりますが、地区研修協議会の時に 

本当の一致団結というのを体験致しました。日頃、 

例会において、出席率や役割についてなど、色々な 

考えがあるとは思うが、あの地区研修協議会につい 

ては、完璧だったと思います。あの一日は、人生５ 

１年生きてきて、団結力がすごいと感じました。 

今は、新しい時代になってきて、クラブ会員増強が 

出来ているクラブを見ますと、ロータリアンの資質 

が変わってきていると感じている。この変化を良い 

ことと捉え、この状況を、世界、日本、２５８０地 

区へ向けて真剣に発信していくと、この先数年間で 

とても変わっていくということを強く感じました。 

先ほどの佐藤正樹副会長の成長を目の当たりにして、 

人は変わり成長していくということを感じ、副会長 

への思い入れも変わりました。来年は、次期会長の 

ために時間とお金を費やして、皆さんのお役に立つ 

ようにやっていきたいと思っております。本当に、 

１年間、皆様ありがとうございました。 

 
■点鐘：本多会長 

 
 

 

就任のご挨拶 
 

 

会長 佐藤 正樹 

 

 本年度のターゲットは「友情を育み、

地域社会に貢献する」とさせて頂きま 

した。 

私は東京臨海ロータリーに入会さ 

せて頂き 12年目となります。私なりに少しずつではあ

りますが、ロータリークラブの素晴らしさが理解でき

るようになってきました。同時に、私自身が人間的に

も経営者としても成長させて頂いた皆様に、ご恩返し

させて頂きたく思っております。 

私の重点的な取り組みとしては、大きく 2点となり 

ます。自クラブの活性化（例会の充実、出席率の向上、

会員増強、親睦活動の充実）、職業奉仕・地域社会貢献

となります。 

また本年度は、組織体制を一新し、会員皆様に明確 

で分かり易い役割を付与させて頂き、更なるクラブ発
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 展の一助となるべく、皆様とともに取り組んでいきた

いと思っております。 

輝かしく誇らしい東京臨海ロータリークラブを皆様 

とともに作り上げていく為、微力ながら精一杯務めさ

せて頂きますので、引き続きの皆様のご協力、ご指導

のほどよろしくお願い致します。 

 

 

 

副会長 髙橋 映治 

 

本年度、佐藤正樹会長の下、副会

長を務めさせていただきます。 

佐藤正樹会長とは法人会青年部以

来十数年の付き合いで、前年度の地

区研修協議会では実行副委員長とし 

て共に大澤委員長の下で汗を流しました。さらには、

私の会長年度においては、幹事として大活躍をしてい

ただき非常に助かりました。この大恩ある佐藤正樹会

長を支えるべく、微力ながらお手伝いをさせていただ

き、佐藤会長年度がより良く発展すべく汗を流したい

と思っています。 

私達東京臨海 RCは、前年度に子クラブである東京臨 

海西 RC を作り勢いがあります。このまま、佐藤会長の

ターゲット「友情を育み、地域社会に貢献する」を念

頭に精一杯務めさせていただきますので、皆様のご協

力、ご指導のほど宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

幹事 杉浦 孝浩 

 

今年度、佐藤正樹会長のもと、微力

ながらクラブの活性化のために全力

を尽くす所存です。 

会長が掲げるターゲット「友情を育 

み、地域社会に貢献する」を旗印に東京臨海 RCらしい

クラブ運営に注力したいと思います。また、幹事とし

て会長を筆頭に会員皆様が楽しい 1 年になるよう、縁

の下の力持ちとして力を惜しみなく発揮したい所存で

す。 

クラブの皆様、何卒ご指導ご協力のほど宜しくお願 

い致します。 

 

 

 

２０１８～２０１９年度 家族集会 

 
テーマ「クラブを更に活性化するために 

～自クラブこそ原点～」 

 

第 4グループ 家庭集会 議事録 2019年 6月 24日 

 

 

 
■榎本会員 

コミュニケーションが何より大切！ 

■坂本会員 

例会に参加し、仕事を絡めながらコミュニケーション

を計る！ 

■佐藤大輔幹事 

入会して１０年、入会当時と比べるとかなり活性化し 

ていると思う。みんな行事には休まず参加するように 

しましょう！ 

■笹本会員 

外に出ても帰ってくるように！ 

■佐久間(裕)会員 

会長・幹事のマンパワー次第で更に活性化する！ 

■尾身会員 

色々な面で困っている会員を助けられるような会に！ 

■齋藤会員 

臨海クラブ大好き！ 

■白幡会員 

入会して６ヶ月なので、もっとみんなを知りたい！ 

■高橋会員 

コミュニケーションを伸ばす為に飲み会をし、新入会 

員をさらに増やしていく！ 

■佐藤正樹副会長 

臨海クラブ大好き！ロータリーがなければ今の自分は 

ない！今までの感謝の気持ちを返していきたい！ 

■杉浦会員 

親睦こそ全て！ほとんどの会員と旅行に行って、さら 

にみんなが分かるようになった！何をするにもみんな 

を巻き込んでいく！ 

■井上会員 

一人会員をやっと入れられたので、夏くらいには何か 

しらのサプライズをやります！ 

■山田会員 

みんなが気持ちの栄養剤！ 

■本多会長 

今年度は色々ありがとうございました！新しいロータ 

リーは臨海から始まる！ 

 

 


