
 

 

2019 年 7 月 24 日 【第 1147 回】 

7月 24日の卓話 7月 10日の出席率 7月 31日の卓話 

 
 

「クラブ奉仕部門フォーラム」 

総合担当： 

クラブ奉仕委員長 鈴木孝行様 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員在籍者数       39名 

会員出席者数       25名 

会員欠席者数    14名 

本日の出席率     65.79％ 

前々回訂正出席率 89.47％ 

 

新本博司ガバナー公式訪問 

「ガバナー講評」 

国際ロータリー第 2580地区 

ガバナー 新本博司様 
 

 

 

 

≪第 1146 回例会報告 2019 年 7 月 10 日≫ 

 

司会：舛本会員 

 

 
■点鐘：佐藤正樹会長 

 
■ロータリーソング斉唱「我等の生業」 

：ソングリーダー 榎本会員 

■「四つのテスト」斉唱（歌） 

■「ロータリーの目的」 

東京臨海 RCVer.唱和：髙橋副会長 

■来賓紹介：佐藤正樹会長 

直前ガバナー 松坂順一様 

ガバナー補佐 田村純治様 

分区幹事   皆川英久様 

東京江東ＲＣ 元会長 青木一男様 

〃  東分区ＩＭ実行委員長 大澤秀利様 

■ビジター紹介：酒井会員 

嶋村文男様（ガバナー補佐・東京東江戸川ＲＣ） 

松村正一様（東京東ＲＣ） 

 

 

 
■7月のお祝い 

・会員誕生日 入澤昭彦会員・白幡隆広会員・ 

佐久間栄一会員 

・奥様誕生日 酒井教吉会員夫人 

・結婚記念日 杉浦孝浩会員 

・出席 100％ 3年：杉浦孝浩会員 

2年：本多信雄会員・佐久間裕章会員 

・「誕生日の歌」：ソングリーダー：榎本会員 

・１分間スピーチ：入澤会員 

 
■ご挨拶 

・直前ガバナー 松坂順一様 

斉藤直前東分区ガバナー補佐、笹本分区幹事、そ 

して、こちらのクラブの田村さんにロータリーの友 

の地区代表委員を 1年間頑張っていただき、また、 

今井地区幹事もいらっしゃいまして、本当にお世話 

になりました。本多直前会長、佐藤直前幹事、本当 

にお世話になりました。ありがとうございました。 

東京臨海ＲＣは若くて、元気になっていまして、佐 

藤会長も初々しさがすごくいいと思っておりまして、 

こちらの元気があれば、東分区もみなさん元気にな 

っていくのではないかと思うので、どんどん引っ張 

っていっていただきたいと思います。田村ガバナー 

補佐、今日は宜しくお願い致します。 
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 ・ガバナー補佐 田村純治様 

  江戸川中央ＲＣと東京臨海ＲＣは創設された時期 

も同時期で兄弟みたいなものですので、いろいろ皆 

様のご指導をいただいて東分区発展のために頑張ら 

せていただきますので、宜しくお願い申し上げます。 

・分区幹事 皆川英久様 

江戸川６クラブの担当で、これから何度も足を運 

ぶかと思いますので、宜しくお願い致します。 

・東京江東ＲＣ東分区ＩＭ実行委員長 大澤秀利様 

・元会長 青木一男様 

  9月 21日にＩＭが開催されます。1部は、11時か

ら点鐘がありますので、イースト２１までお越しく

ださい。クールビズでお願いしております。気楽に

お越しください。地元の小学生やロータリーバンド

の演奏があります。また、障害者のゴスペルもあり、

にぎやかにやっていきたいと思います。そして、ポ

リオ根絶ということで頑張っていますので、地域の

皆様に発信していきたいと思います。2 部は例年の

本会議です。今年のＩＭのテーマが青少年奉仕を学

び語ろうということで、専門のファシリテーター富

永先生を呼んで議論を進めて理解を深めたいと思っ

ております。3 部が懇親会です。地元の煽り太鼓も

賑やかにお迎えしたいと思っております。2 部がメ

インで、インターアクト、ローテックスのみなさん

もいらっしゃいます。過去の交換留学生や米山奨学

生の方々にもぜひお越しいただき、楽しく青少年奉

仕について語れればと思っております。 

■会長報告：佐藤正樹会長 

・東分区インターシティ・ミーティングのパンフレッ

トを会員皆様のメールボックスに配布しました。 

 既に、会員皆様に 9月 21日（土）開催のＩＭと当ク

ラブの例会変更について案内しております。 

 ＩＭの 1部、2部、3部と移動例会の出欠を 8月 7日

までに連絡して下さい。 

・7 月 24日（水）は、田村純治ガバナー補佐訪問です。

例会・クラブ奉仕部門フォーラムにご出席頂きます

ので、会員皆様の出席をお願いします。 

・大澤成美会員より、旭日小綬章受章記念祝の返礼と

して、クラブ基金に寄付を頂きました。 

 
■幹事報告：杉浦幹事 

・7 月の定例理事役員会議事録を 7 月 9 日、会員皆様

へメール送信しました。討議事項 5 番の江戸川区民

まつり協賛金についての補足説明。 

・東京臨海東 RC様の会員名簿を会員皆様のメールボッ

クスに配布しました。 

・8月 21日（水）は、らいおんはーと子供食堂にお邪

魔して、移動例会を開催致します。らいおんはーと

さんへの寄付とする為、当日、例会フィーとしてお

一人 4,000円を現地にて徴収させて頂きます。 

 出欠を 8 月 7 日までにご連絡下さるようお願い致し

ます。 

・次週 7月 17日は、当クラブ例会は休会です。 

■委員会報告 

・国際奉仕委員会（舛本委員長） 

 第 18回ロータリー全国囲碁大会が、10月 5日（土）

東京・市ヶ谷の日本棋院本院にて開催されます。 

 参加希望の方は、詳細はホワイトボードに掲示して

ありますので確認して下さい。 

■地区委員会報告 

・地区補助金委員会（杉浦地区補助金副委員長） 

 7月 9日開催の地区ロータリー財団委員会報告。 

■出席状況報告：立花会員 

⇒詳細 1頁バナー下に掲載。 

■ニコニコ BOX報告：白幡委員 

(ご意向)斉藤直前東分区ガバナー補佐様、笹本直前分

区幹事様、田村直前「ロータリーの友」地区代表委

員様、本多直前会長様、佐藤大輔直前幹事様、今井

直前地区幹事様、2018-2019 年度は、一年間大変お

世話になりました。ありがとうございました。：直前

ガバナー 松坂順一様（東京葛飾東 RC） 

(ご意向)これから一年間、お世話になります。どうぞ

よろしくお願い申し上げます。：ガバナー補佐 田村

純治様、分区幹事 皆川英久様（東京江戸川中央 RC） 

(ご意向)東京臨海 RCの皆さん、いつもお世話になって

います。本日は、トラック協会江戸川支部の若きエ

ース佐藤会長の勇姿を見に来ました。杉浦幹事共々、

若いパワーでクラブを引張って下さい。：ガバナー補

佐 嶋村文男様（東京東江戸川 RC） 

(ご意向)ＩＭキャラバンでお伺いしました。宜しくお

願いします。：ＩＭ実行委員長 大澤秀利様、元会長 

青木一男様（東京江東 RC） 

(ご意向)五大奉仕委員長、ご苦労様です。１年間頑張

って下さい。：佐藤正樹会長、髙橋副会長、白幡会員、

入澤会員、坂本康朋会員、須藤会員、井上会員、尾

身会員、村社会員、山田会員、酒井会員、佐久間裕

章会員、佐久間栄一会員、大澤会員、笹本会員、勝

間田会員 

(ご意向)佐藤会長、結婚記念日（19年目）に、豪華な

お花をありがとうございました。妻も大変喜んでま

した。：杉浦幹事 

(ご意向)松坂直前ガバナー、田村ガバナー補佐、皆川

分区幹事、ＩＭキャラバンに青木様、大澤様、よう

こそいらっしゃいました。：斉藤会員 

(ご意向)鈴木様、昨日はごちそうさまでした。：本多会

員 

 
【23件 74,000円 今年度累計 199,000円】 
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■卓 話（紹介者：プログラム担当 山田委員） 

「五大奉仕委員長就任挨拶」 

 

クラブ奉仕委員長 鈴木孝行様 

 

詳しくは 24日のクラブ奉仕 

部門フォーラムでお話致します 

が、私は過去 5回以上はクラブ 

奉仕委員長を務めております。

その中でも、当クラブは、江戸川ＲＣさんの子クラブ

として 26 年前に発足したわけですが、それから 25 年

間、クラブの委員会の内容というものが全く変わらず

きておりましたので、26年ぶりに内容を少し変更致し

ました。クラブ奉仕委員会には親睦活動委員会、会場

監督委員会、プログラム委員会があり、ロータリー情

報の中にクラブ研修リーダーを兼務しました。新入会

員選考と職業分類を併せて新入会員選考委員としまし

た。当クラブも 25年経ちまして、約 140名の方々が入

会しましたが、現在在籍しているのは 39名というのが

実状でございまして、その辺も鑑みたいと思っており

ます。それから、クラブ基金とニコニコＢＯＸという

ものがあります。本来、ニコニコＢＯＸのお金という

ものは、全額社会奉仕にとういのが理想ですが、半分

はクラブの運営に回しています。しかしながらクラブ

基金は取り崩すことなくしっかり積立ができています。

臨海西を作る時も莫大な出資をしたのも事実でありま

す。そこで、今度は、クラブ基金とニコニコＢＯＸを

併せて基金活性化委員会を作りました。もう一つは、

目玉です。会員増強というセクションを無くし、諸団

体交流委員会（新会員ピックアップ増強チーム）とい

うのを作りました。本多前会長、佐藤大輔会員、坂本

康朋会員、村社会員、佐久間裕章会員がメンバーです。

会員増強 7 人を目指します。そして、二次会担当とい

うのを作りました。二次会に行って仕事の話しやＲＣ

の話をすることで、新入会員の皆さんが学べます。例

会製作とうことで、ソングリーダーと受付とビジター

担当の方に入っていただきます。出席向上委員という

のを会場監督の中に作りました。出席不良者に連絡す

る人、出席率を発表する人、欠席者を発表する人と設

定します。プラグラム構成委員会を作りました。詳し

くは 24 日にお話をさせていただきまして、26 年ぶり

の改善をさせていただきますので、宜しくお願い致し

ます。 

 

職業奉仕委員長 佐藤大輔様 

 

ロータリー歴 10年で 5大奉仕 

委員長は初就任でございます。 

当クラブは 25年経ちますが、こ 

れまで通りのことをやっていく 

というのではなく、今のメンバーや今の状勢に合わせ

た形に変えて、魅力あるクラブにしていければと思っ

ております。1 月の職業奉仕フォーラムに合わせて具

体的に練って参ります。職業奉仕の概念を学ぶと共に、

職業人として、そしてそれぞれの会社が具体的にどう

いった形で職業奉仕に携わっていけるのか、自分は何

ができるのか、自分の会社はどういったことができる

のか、といったことを皆さんと意見交換をしながら、

具体的に進めていきたいと思っております。1 年間頑

張って参りますので、皆様、宜しくお願い致します。 

 

社会奉仕委員長 大澤成美様 

 

         創立 3年目の高松会長の時以 

来の就任でございます。今回就 

任するにあたりまして、髙橋前 

委員長からの立派な引き継ぎを 

頂戴しております。前年度は江戸川区民まつりへの協

賛・出店、オレンジボール大会主催、わんぱく相撲協

賛、江戸川区花火大会協賛、らいおんハート支援をし

てまいりまして、今年もこれを踏襲していくつもりで

す。今年度の佐藤会長のターゲット、友情を育み、地

域に貢献するというこの内容は、正に社会奉仕を含む

内容だと思うので、新たに地域に貢献できることがあ

れば併せて検討していきたいと思っております。社会

奉仕委員会では、オレンジボール大会は坂本康朋会員、

らいおんハートは大西会員に担当してもらうことにな

っております。ロータリー情報研究会によると、ロー

タリーにおける社会奉仕活動の方針として、決議 23‐

34というのがありまして、1923年に開催されたセント

ルイス国際大会に提出された第 34 号議案であります。

内容は、ロータリーの哲学を述べています。ロータリ

ーは基本的には一つの人生哲学であり、それは利己的

な欲求と義務及びこれに伴う他人のために奉仕したい

という感情との間に常に存在する矛盾を和らげようと

するものである。この哲学は超我の奉仕の哲学であり、

もっともよく奉仕するものもっとも多く報いられると

いう実践的な倫理原則に基づくものである。というこ

とです。この決議を外すという動きも世界的にあった

そうですが、日本が阻止したという記載がありました。

この哲学に基づいて、皆様、社会奉仕活動にご協力を

いただければと思います。宜しくお願い致します。 
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 国際奉仕委員長 舛本俊輔様 

 

個人的な目標もございますが、 

この場では、国際奉仕委員とし 

ての活動目標をご報告させてい 

ただきたいと思います。5点ご 

ざいます。一つ、グローバル補助金プロジェクトの取

組として、現在サマーキャピタルＲＣより提案されて

いる内容を吟味し申請を実施すること、2 点目、当ク

ラブ国際奉仕委員会の各委員とのコミュニケーション

をよくするため、国際奉仕委員会でのミーティングを

実施する、3 点目、バギオ訪問や国際大会への新しい

メンバーの参加促進、4 点目、姉妹クラブ交流を実施

し、お互いの社会奉仕活動に参加する、5 点目、ロー

タリー財団、米山奨学金への寄付活動への取組強化、

以上です。酒井前国際奉仕委員長の教えも乞いながら、

粛々と進めてまいりたいと思っております。妻から、

家庭奉仕委員長も出来ない人間が、何が国際奉仕委員

長かと言われております。本日のためにスーツを新調

して参りました。1 年後に、この新調したスーツが似

合うよう、妻から家庭奉仕と国際奉仕、両立できたね

と言ってもらえるように、この 1 年間、頑張って参り

ます。皆様、宜しくお願い致します。 

 

青少年奉仕委員長 入澤昭彦様 

 

青少年委員長は初めての役割 

でございます。これを良い機会 

と捉えまして、青少年奉仕につ 

いて改めて考えを深めてまいり

たいと思います。本年度の委員会は、副委員長に村社

会員、委員に白井会員となっております。委員会運営

と致しましては、1 年間委員同士の連携をとりながら

進めていき、青少年奉仕委員会を最低 1 回でも開催し

ていきたいと考えております。青少年奉仕活動につい

て調べましたところ、青少年奉仕活動とは、指導力養

成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国際奉仕プロジ

ェクトへの参加、世界平和と異文化の理解を深め育む

交換プログラムを通じて青少年並びに若者によって好

ましい変化がもたらせられることを認識するもの、と

あります。さて、ＲＩの青少年奉仕プロジェクトとし

ては、インターアクト、ローターアクト、ロータリー

青少年交換、ライラの 4 つのプログラムがあります。

東京臨海ＲＣは残念ながら、インターアクト、ロータ

ーアクト活動実施はできておりませんが、出来る限り

の形で応援できればと考えております。東京臨海 RCの

青少年奉仕活動の具体的な行動として、社会奉仕委員

会の活動で行われているオレンジボール大会主催やら

いおんハート支援は、重要な青少年奉仕活動でもある

と認識しているので、この活動には、青少年奉仕委員

会としても協力していきたいと考えています。奉仕活

動の結果として、青少年が、地域を担う次世代のリー

ダーとなって好ましい変化をもたらす人づくりを推進

するようになっていければと願っております。会員皆

様の奉仕活動への積極的参加、ご協力をお願い致しま

して、私の就任挨拶とさせていただきます。どうぞ宜

しくお願い致します。 

■点鐘：佐藤正樹会長  

 

 

元青少年交換留学生 江原さん 

ROTEXを卒業しました。 

おめでとうございます！ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

当クラブ会員の大澤成美氏が このたび 永年にわ 

たり法曹界につくした功績に対し栄誉ある旭日小綬章

褒章を授与されました 

誠におめでたく同慶の至りに存じます 

 

 

大澤成美氏 

旭日小綬章受章記念祝賀会 
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