
 

 

2020 年 1 月 15 日 【第 1165 回】 

1月 15日の卓話 1月 8日の出席率 1月 22日の卓話 

 
 

「子ども食堂について」 
特定非営利活動法人らいおんはーと 

理事長 及川信之様 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員在籍者数       43名 

会員出席者数       31名 

会員欠席者数    12名 

本日の出席率     72.09％ 

 

 

「職業奉仕部門フォーラム」 

総合担当： 

職業奉仕委員長 佐藤大輔様 

 

 

≪第 1164 回例会報告 2020 年 1 月 8 日≫ 

 

司会：佐久間裕章委員長 

 
■点鐘：佐藤正樹会長 

 
■国歌斉唱「君が代」 

：ソングリーダー 櫻田委員 

■ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 

■「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・ゲストスピーカー紹介：佐藤正樹会長 

東京江戸川ロータリークラブ   

会 長 多賀之雄様 

副会長 山本昌之様 

幹 事 久保  克様 

 

東京臨海東ロータリークラブ   

会 長 池田佳寿光様 

副会長 石井敏子様 

幹 事 今西  勇様 

東京臨海西ロータリークラブ   

会 長 栗山義広様 

副会長 飯塚憲貴様 

幹 事 西野充英様 

ゲストスピーカー 斉藤実様 

■ビジター紹介：中村会員 

 本日はいらっしゃいませんでした。 

 

■来賓挨拶 

 
・東京江戸川ＲＣ会長 多賀之雄様 

 

  新年あけましておめでとうございます。先日は暮 
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れの押し迫った２９日に佐藤会長、杉浦幹事には、

我々の忘年家族会にお越しいただきありがとうござ

いました。感謝致しております。宜しくお願い致し

ます。今年は新年早々、色々な問題が起きておりま

す。今日も、イラクのアメリカ基地にミサイルが撃

ち込まれました。今期、世界的には危機と思ってお

ります。私は、オリンピックが無事に開催されるか

心配になってきております。そんな中、こちらのＲ

Ｃは４３名という多数の会員がいらっしゃいます。

江戸川ＲＣは、現在４４名になっております。１名

の差となっております。大変プレッシャーがかかっ

ております。この東京臨海ＲＣさんは素晴らしいと

思っております。当クラブでは５０名を目指してお

ります。東京臨海ＲＣさんと切磋琢磨しながら今年

は盛り上げていきたいと思っております。昨年、私

は、３つのことを行いました。１つ目は、５年ごと

に行っている記念例会の予算が不足しているので、

クラブ会費を４万円上げました。２つ目は、江戸川

区に児童相談所の寄付をすることが決まりました。

３つ目は、杉浦幹事のお陰様で、消防車の補助金を

確保することが出来ました。これから、あと３つや

ることがございます。残り半年、どうぞ宜しくお願

い致します。 

 

 

 
・東京臨海東ＲＣ会長 池田佳寿光様 

 

  新年あけましておめでとうございます。今年は、

庚の子（かのえのね）と呼ばれています。今年の庚

は金運がアップするだろうと言われております。金

運といえば、私事のご報告ではございますが、昨年

末にマカオのカジノで勝利しまして、その後も年末

ジャンボが当選しておりました。さらに競馬でも勝

利しました。そして、子ですが、一番初めの干支と

呼ばれておりまして、何か新しいことを始めると吉

とされています。そこで、現在、当クラブでは西渚

の海水浴場の浄化を行っておりますが、もう一つ、

奉仕活動の軸として、子供の未来を守るということ

で、子供にフロートパックを持たせて水難事故から 

守ろうという活動をしている方と出会いましたので、 

新たに奉仕活動を始めようと思っております。３月 

３日の合同例会の際にお話をさせていただきます。 

ということで、本年も、東京臨海東ＲＣ共々、どう 

ぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 
・東京臨海西ＲＣ会長 栗山義広様 

 

  新年あけましておめでとうございます。旧年中は 

大変お世話になりました。今後も、ご指導ご鞭撻の 

程、宜しくお願い致します。臨海西の会長になり、 

お陰様を持ちまして、ちょうど１年になりました。 

１年間、色々な場面で皆様に大変お世話になりまし 

た。今年度でいうと、大きく３つお世話になった 

かと思っております。１つ目が、東京臨海の皆様が 

ライバル心むき出しできていただいたので、私たち 

はお陰様で３位という成績を納めることができまし 

た。本当に皆様のおかげです。２つ目は、パラボー 

ルフェスティバルです。私はそういったところは疎 

かったのですが、パラボール協会の鈴木会長にお世 

話になり、皆様と共にああいった奉仕の第一歩を踏 

み出せたことを本当にうれしく思っております。３ 

つ目は、先月開催いたしました忘年家族会です。東 

京臨海さんの１０日後に開催したのですが、皆様の 
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忘年家族会を参考にさせていただき、我々の会でも 

奥様達へのメッセージをさせて頂き、非常に好評を 

得ることが出来ました。本当にいろいろとお世話に 

なっておりますが、最後に、佐藤会長へ一つだけ激 

励をさせていただきます。残りの任期が半年という 

ところで、地区の行事もとても大切なのですが、自 

クラブの活動についても結束強化や増強など、奉仕 

活動等やることは沢山ございますので、最後まで気 

を抜かずに、私も同様ですが、やっていければと思 

います。これからも宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 
■乾杯：本多直前会長 

 

  あけましておめでとうございます。本日は、お足 

元悪い中、親クラブであります江戸川ＲＣ多賀会長 

を始めとする３役の皆様、東京臨海東ＲＣ池田会長 

を始めとする３役の皆様、東京臨海西ＲＣ栗山会長 

を始めとする３役の皆様、ご出席ありがとうござい 

ます。本年も宜しくお願い致します。 

 

■会長報告：佐藤正樹会長 

 

・鈴木孝行会員の社会奉仕活動紹介 

我がクラブ会員の鈴木会員がされている、地域社 

会貢献活動をご紹介させていただきます。昨年、台 

風が多かったのですが、台風１９号で多くのエリア 

で浸水被害等々があったのは記憶に新しいと存じま 

す。鈴木会員の会社では、７年ほど前から、少年野 

球チームが使用するグラウンドの整備を無償で行う 

貢献活動を続けられています。先の台風１９号の被 

害で、そのグラウンドにある公衆トイレの高さ半分 

くらいまでグラウンド全体が水没するほどになり、 

流木やヘドロが多く流れてきてしまい、グラウンド 

と呼べないくらいの状態になってしまったので、鈴 

木会員の会社で、昨年の１１月中旬から１２月にか 

けて無償で整備をされています。実際の費用として 

は、２０００万円もの費用を要する整備内容とのこ 

とでした。このような素晴らしい活動をされていら 

っしゃいますので、皆様にご紹介・ご報告致します。 

 

 

 
 



 

 

VOL.26-No.21 

 

 
・入会式：太田 智久（おおた ともひさ）様 

①職業分類：貨物軽自動車運送業   

②推薦者：佐藤正樹会長・村社研太郎会員 

③カウンセラー：入澤昭彦会員   

④所属委員会：会場監督委員会 

 

 
・太田智久会員 入会式スピーチ 

 

  この度は、仲間に入れていただき、ありがとうご 

ざいます。社会貢献はしたことが無いので、こちら 

で学び、仲間を沢山作り、楽しみながらＲＣ活動を 

していきたいと思いますので、皆様、宜しくお願い 

致します。 

 

・東京江戸川 RC様・東京臨海東 RC様・東京臨海西 RC

様より、お祝金を頂戴しました。 

 

・メイキャップについて 

  ２０１９年度のメイキャップの規則は、年度単位

での計算となっておりますので、訂正出席率は年度 

が締まってからの計算となります。そのため、例会

での訂正出席率の発表は控えております。 

 

 
 

■委員会報告 

・親睦活動委員会（井上委員長） 

 ①2月の沖縄親睦旅行の件 

 ②新入会員大歓迎会（1月 31日）の件 

 

 
■出席状況報告：小松会員 

⇒詳細 1頁バナー下に掲載。 

■ニコニコ BOX報告：佐藤大輔副委員長 

(ご意向)本年も宜しくお願いします。：池田佳寿光様、 

 今西勇様（東京臨海東ＲＣ） 

(ご意向)新年明けましておめでとうございます。本年

もご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。：栗山

義広様、飯塚憲貴様、西野充英様（東京臨海西ＲＣ） 

(ご意向)新年初例会おめでとうございます。：斉藤実元

東分区ガバナー補佐  

(ご意向)新年明けましておめでとうございます。本年

も皆様にお世話になります。宜しくお願いします。：

佐藤正樹会長、髙橋副会長、杉浦幹事、須藤会員、

中村会員、佐藤大輔会員、村社会員、井上会員、佐

久間裕章会員、小松会員、田村会員、酒井会員、入

澤会員、尾身会員、本多会員、勝間田会員、柴田会

員、笹本会員、小林会員、大澤会員、白井会員、櫻

田会員、佐久間栄一会員、田中会員、篠塚慎之介会

員、山田会員 

 ＊東京江戸川ＲＣ様・東京臨海東ＲＣ様・東京臨海西

ＲＣ様よりお祝金を頂戴致しました。 

 

 
 

 

■獅子舞 

【35 件 134,000 円 今年度累計 1,188,000 円】 
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■卓 話（紹介者：佐藤正樹会長） 

「歴史を知り､将来を考える」 

 東京臨海ロータリークラブ元会長 斉藤実様 

 

  新年あけましておめでとうございます。新しい会

員もおりますので、当クラブの生い立ちというか背

景、そして将来をお話させていただきます。１９９ 

４年、２６年前に江戸川ＲＣ様をスポンサークラブ

として、誕生致しましたクラブであります。パリ大

学出身のフランス語を話せるガバナーはいないとい

うことで、小久保さんが当時５７歳という若さでガ

バナーになったという年です。控井さんが一人で立

ち上げました。その行動がなければこうして皆さん

と出会えることもなかったので、その点、感謝致し

ております。我々は当時、親クラブの言うことを聞

かない、鬼っ子クラブという風に揶揄されておりま

した。その後、社会情勢もよかったせいか、２年も

経たないうちに東京臨海東ＲＣを設立しました。ま

た、台北仁愛ＲＣと姉妹クラブ締結をし、フィリピ

ンのバギオには創立したその時から訪問し、バギオ

基金に協力しております。今の当クラブの勢いが似

ている気がします。創立時のＲＩ会長の「友達にな

ろうよ」というターゲットが今でも記憶に残ってお

ります。さらに、頓挫致しましたが、その翌年には

もう一つクラブを作ろうということで、銀座で例会

を行おうなどの準備をしておりました。色々ありま

したけれども、高松元ガバナー補佐があと３、４年

元気でいたならば、間違いなくガバナーになってい

たでしょう。今の当クラブは平均年齢が４８歳とい

うことで、若いクラブに進化して成長しています。

伝統を守ることが進化だと思っております。今まで

の流れの上で何か新しいことを生み出そうとする努

力が無ければ伝統は守れないと思います。昨年の暮

れに家庭集会で皆さんと４つのテストをテーマに話

し合いました。近江商人が言った３方よし、超我の

奉仕とありますが、なかなかできるものではないの

で、日々葛藤しているのであります。当時ＲＩ会長

のビチャイさんの言葉ですが、我々は１番に家族を

大切にし、２番が仕事で３番がＲＣの奉仕活動です。

ですので、背伸びをせず、持続可能な活動を構築し

ていきましょう。これからＲＩや地区や分区からい

ろいろな要望があるとは思いますが、自クラブのた

めになるかどうか、みんなで判断し、理事会やみん

なの総意のもとに対応していきましょう。ＮＯとい

える力のあるクラブに、そして、信念を持った会員

になっていただきたいと思います。私も仲間を大切

に、クラブのために、自分にしかできないこと、自

分らしい奉仕活動をしていこうと思いますので、皆

さん、宜しくお願い致します。サルも木から落ちる

んです。でも落ちてもサルはサルなんです。哲学的

ではございますが、そんな自分になりたいと思いま

す。今日は、ご清聴ありがとうございました。 

 

■点鐘：佐藤正樹会長 

 

２０１９～２０２０年度 家族集会 

 
テーマ「 四つのテスト 」 

第２グループ 家庭集会 議事録 2019年 11月 14日 

 

 

鈴木リーダーが四つのテストのロータリー百科事典

を全て音読された。 
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企業人はトップクラスに入る事、哲学を持った企業

人である事。 

 

■東京臨海西 RC 栗山会長 

「四つのテスト」は東京臨海西ＲＣでは言葉を読む事 

から入った。臨海西では浸透していない。もっとお知

らせをして広めていきたい。形式的になっている。 

■東京臨海西 RC 西野幹事 

私は形式にもなっていない。新入会員の会社は「四つ

のテスト」が飾ってあって自分自身も飾って考えてい

きたい。 

■東京臨海東 RC 今西会員 

東京臨海東ＲＣでの家庭集会は、ロータリーの活動に

ついての話が多くて、「四つのテスト」について話した

事はない。この考えも広めて行きたい。 

■尾身会員 

「四つのテスト」は気持ちを込めて好きである。特に

③の好意と友情を深めるか？の友情を大切にしている。

他のロータリーについて少しずつ勉強してロータリア

ンらしくなる努力をしている。 

■佐久間会員 

ロータリーの本質は増強と奉仕。サタン的に③は好意

と友情を深めるのか？はフォーカスした。ロータリー

の在り方について来年 1年間勉強だと思っています。 

■櫻田会員 

入会 1 年が経ちました。自分の社長室に飾ってありま

す。「四つのテスト」について社員にも広めて行きたい。 

■杉浦幹事 

新入会員のフォローを考えていきたい。「四つのテスト」

の哲学。色々考えはある。ロータリーの哲学はドラッ

カーが深い哲学だと聞いた。もう一度「四つのテスト」

を考えていきたい。 

■高橋映治副会長 

世界は性悪説なので、だまされた方が悪いという考え

ですので、意味のあるものなのだなと思います。アメ

リカの訳は本当なのかよくわからないですが、高道徳 

なんだろうと思いました。 

「四つのテスト」は歌になって覚える事が出来ました。 

■佐藤正樹会長 

４番目のみんなのためになるかどうかが、すっと入っ

てくる言葉である。会社理念の中で関わる全ての方々

に対して、報恩しましょうというのがありすごく共感

できます。入会して 12年ですが、ロータリークラブに

は感謝しかないので皆さんに恩返しをしたいので４番

目がすっと入ってきます。次に、３番目の好意と友情

を深めるか、というところで、会長を終えた後に追及

していきたいと思っています。1 番目の真実かどうか

ですが、本当の事が必ずしも正しいとは限らないと思

っています。2 番目のみんなに公平かというところで

すが、自分よりも先輩との関係では公平でなくとも良

いと思っています。 

■斉藤パスト会長 

公明正大さは大事なことなので、大きな枠で世の中の

人のためになっているのかということと、真実かどう

かというのは、真心なんだと思う。その二つに絞られ

ると思う。４つの文章は続いているという解釈をして

います。 

 

 

 

 

令和２年１月１１日（土） 

杉浦幹事主催の壮行会が行われました。 

 

 
 

令和元年１２月２５日に、元米山奨学生ベヤード・コ

ーリー様が馬渕花菜子様と入籍されました。 

 

ご結婚おめでとうございます。 

末長いご多幸を祈りつつ 新しい門出を祝福致します。 

 

また、令和２年１月２１日に、ワシントンＤＣへ転居

し、研究を続けられるそうです。 

 

今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます。 

ご入籍おめでとうございます！ 


