
 

 

2020年 4月 1日 【休会・特別号】 

4月の当クラブ例会休会 

新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染拡大防止の為 

4月 1日（水）：休会 

4月 8日（水）：休会 

4月 15日（水）：休会 

4月 29日（水）：休会（昭和の日） 

 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月 3日（火）の出席率 4月 22日の卓話 

 

「社内の風通しが良くなる 

男女コミュニケーション」 

ラブヘルスカウンセラー 

小室 友里様 

  

会員在籍者数       43名 

会員出席者数       25名 

会員欠席者数    18名 

本日の出席率     59.52％ 

 
 

≪第 117１回 例会報告 2020 年 3 月 3 日（火）≫ 

 

司会：榎本会員 

 
■点鐘：佐藤正樹会長 

 

 
■国歌斉唱「君が代」 

：ソングリーダー 柴田会員 

■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（当クラブ会員） 
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■ビジター紹介：入澤会員 

寺田雄司様（本多会員ゲスト） 

 

■３月のお祝い：親睦委員会 井上委員長 

 

 
・会員誕生日 酒井教吉会員、田中紘太会員、 

今井 忠会員 

・奥様誕生日 該当者いらっしゃいません。 

・結婚記念日 田中紘太会員、山田晃久会員、 

佐藤正樹会員 

 

 
 

・出席 100％ ５年・・・佐藤正樹会員 

・「誕生日の歌」：ソングリーダー：井上親睦委員長 

 

 
・１分間スピーチ：酒井教吉会員 

誕生日のお祝いありがとうございます。先週の木 

曜日にこちらのホテルで、当社の方針発表会を行っ 

たのですが、来年度以降の話をしておりましたら、 

いきなりコロナの影響で３月は予約キャンセルが相 

次いで、ほとんど仕事が無い状態です。バギオも中 

止になりました。私の誕生日はクリスティンと同じ 

なので、バギオで一緒に祝おうと話をしておりまし 

たら、それも無くなりました。方針発表会で私のミ 

ラクルな話を致しました。テロの時も９月から１２ 

月は全然仕事がありませんでしたが、１月から一気 

に盛り返しまして、その年度は黒字決算でした。過 

去にこのような状況が５、６回ありましたので、今 

回もまた神様が乗り越えられる壁を与えてくれたの 

だと考えております。ここにいる皆様も大なり小な 

り影響を受けているかと思いますが、是非、壁を楽 

しんでいただいて、今は準備をしていただいて、一 

緒に乗り越えていきましょう。本日は有難うござい 

ます。 

 

 
■挨拶：東京臨海西ＲＣ会長 栗山義広様 

  今年度も東京臨海西ＲＣ会長の栗山です。本日は、 
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東京臨海東さんの２４周年例会のはずでした。おめ 

でとうございます。本日は、主役クラブがいらっし 

ゃいませんが、お祝い致します。私も３月６日が誕 

生日でして、臨海西のメンバーと臨海の本多さん、 

坂本さんにお越しいただきまして、誕生日会をさせ 

ていただきました。最近はお酒が大分弱くなってお 

ります。５０歳を過ぎておりますので、健康には気 

を付けていきたいと思います。臨海西と致しまして 

は、メンバーがそこまで増えていませんので、親ク 

ラブを見習って、交流シーンがありますので、そこ 

から会員を増やして、臨海３クラブがますます発展 

していくように貢献して参りますので、引き続き宜 

しくお願い申し上げます。 

 

■会長報告：佐藤正樹会長 

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため、本日予定

してました３ＲＣ合同例会は中止になりました。 

本日予定されてました東京臨海東ＲＣ創立２４周年

記念例会は中止になりましたが、東京臨海東ＲＣ様

にはクラブとしてお祝い金を贈呈するようにいたし

ます。 

 
・一般財団法人比国育英会バギオ基金より、斉藤実会

員に第６４回感謝状が届いておりますので贈呈いた

します。 

・江戸川区葛西事務所より、新型コロナウィルス感染

拡大防止のため、３月２９日に開催予定の「新川千

本桜まつりとウォーキング大会」を中止するとの連

絡が入りました。 

・江戸川区教育委員会事務局より、３月１０日に予定

してました「中学生の職場体験活動・チャレンジ・

ザ・ドリーム報告会は、新型コロナウィルス感染拡

大防止のため、中止との連絡が入りました。 

・第２５８０地区より地区内クラブ宛に、新型コロナ

ウイルス感染拡大防止に取り組むことが国を挙げて

の課題となっており、このような状況を鑑み、クラ

ブ例会の休会・縮小およびクラブ主催の会合を延期

ないし縮小することを検討いただければ幸いですと

の連絡が入りましたので、各クラブより、新型コロ

ナウィルス感染拡大防止のため、例会を休会すると 

 

の連絡や、ビジターをお受けできないとの連絡も入 

っておりますので、メークアップする場合は、Ｅク

ラブまたは、状況が落ち着いてからお願いします。 

 
■幹事報告：杉浦幹事 

・国際ロータリー出版物販売終了のお知らせ 

 国際ロータリーより印刷版の資料が出版されており

ますが、ロータリーショップ（オンライン）閉設に

伴い、２０２０年３月末をもって有料/無料、ピンを

含むすべての販売を終了するとの連絡が入りました。

４月以降については、My Rotary からダウンロード

する電子版および、ラーニングセンターへ移行する

資料もあるとのことです。 

・第２５３０地区より、３月２１日・２２日に予定し

ていた「復興フォーラム」は、延期とのことです。 

 延期予定日は２０２０年６月１９日（金）及び２０

日（土）です。 

・ロータリーの友３月号は、２月２６日の例会の際に

メールボックスに配布いたしました。 

・ガバナー月信３月号は、３月２日に会員皆様へメー

ル送信いたしました。 

・バギオだより３月号を本日、メールボックスに配布

しました。 

・定例理事役員会を本日例会後、３階「藤の間」にて

開催いたします。 
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■委員会報告 

・国際奉仕委員会（酒井副委員長） 

 国際奉仕部門フォーラムを次週３月１１日（水）例

会後に予定しておりますが、当クラブ例会開催が流

動的ですので、フォーラム開催の有無も例会に合わ

せることになります。 

 

 
■地区委員会報告 

・斉藤実会員 

 新型コロナウィルス感染拡大防止の為、第７回日台

ロータリー親善会議と第４１回バギオ訪問交流の旅 

は延期することになりました。あくまで予定ですが、

コロナウィルスが終焉した場合による訪問予定日は、

第７回日台ロータリー親善会議は１１月１０日（火）、

第４１回バギオ訪問は４月３０日（金）から５月３

日(日)です。 

 

 
■出席状況報告：地引会員 

⇒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)本多様、坂本様、昨日はお祝い下さりありが

とうございました。：栗山義広様（東京臨海西ＲＣ） 

(ご意向)お邪魔いたします。本日はよろしくお願い致

します。：飯塚憲貴様、西野充英様（東京臨海西ＲＣ） 

(ご意向)本日はよろしくお願いします。：斉藤会員 

(ご意向)斉藤様、本日の卓話、宜しくお願いいたしま

す。：佐藤正樹会長、髙橋副会長、杉浦幹事、村社会

員、須藤会員、入澤会員、佐久間裕章会員、井上会

員、勝間田会員、酒井会員、山田会員、本多会員、

柴田会員、尾身会員、坂本康朋会員、今井会員、 

白幡会員 

 

 

 
■卓話  （紹介者：佐藤正樹会長） 

 

 
「ポール ハリス の言葉」 

元東分区ガバナー補佐 斉藤 実様（当クラブ会員） 

 

 本日はロータリーの創始者でありますポール・ハ 

リスさんがどのような言葉を残したのか。沢山ある 

んですけれども、ロータリーエイジという本の中か 

ら抜粋した、自分が記憶に残っている言葉をお話し 

させていただきます。今、新コロナの影響がありま 

すけれども、こういう時こそ我々ロータリアンは力 

を合わせて助け合っていきたいと思っております。 

ポール・ハリスの言葉の中からいくつかお話をさせ 

ていただきますので、みなさんの記憶に留めて頂け 

ればと思います。「手を携えて共通の仕事に精を出 

し、喧嘩になるような問題は議論するな。そうすれ 

ば友情というご褒美が出る。」これは、色々意見が違 

うことで議論すれば意見はまとまらないが、共通の 

物事に対して協力していけば必ず良い結果が生まれ 

るということでございます。次に、「色々あるから面 

白い。一種類の花だけの花壇になんのおもしろみが 

あろうか。」色々あってこそ人生に薬味が効くものだ。 

と言っています。個性の集まりが一つになればとても 

面白いことになるだろうということを言っています。 

「微笑は最高の説教。」一言に尽くせる最高の説教は微 【21 件 68,000 円 今年度累計 1,554,000 円】 
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笑という説教ということで、病気がちのロータリー 

メンバーが毎回の例会でいつも出席して笑っている。 

そのメンバーがいるという存在感自体が大切だと言っ 

ています。須藤さんにはぜひ１１０歳くらいまでお 

願いしたいと思います。「無知と知性の衝突になった 

時、攻撃をしかけてくるのは無知のほうからだ。」と 

言っています。いつかいい方向に行くということで、 

「朝のこない夜は無い」とも言っています。 

父が子に遺す最高の遺産は、最良の教育と自分の生 

活費は自分で稼ぐという金に換えがたい機会を与え 

ることだと言っています。ある時、友人二人が双方 

ともによく知っている大金持ちの息子のことで話し 

合っていました。一人の男はこの青年が勤勉で頭も 

よく、礼儀正しく、容姿も申し分ないので、将来必 

ず大成するに違いないと言いましたが、もう一人は、 

同じですが、一つだけ、苦労が足りないと言ったそ 

うです。親としては、かわいがりたい気持ちがあるが、 

そうしてしまうと、人生最大の恩恵を奪ってしまっ 

ているという風に述べています。ご存知のようにポ 

ール・ハリスもお父さんがドラッグストア経営に失 

敗して祖父母に育てられているので、このように言 

っているのではないでしょうか。それから、「親友に 

おしゃべりは無用」と言っており、本当に親友と言 

える人というのは、そこに相手がいるだけで気が休 

まり、ゆっくり語り合える間柄だと言っています。 

また、ヘンリー・フォードのことも言っています。 

彼は最初に作った車に満足しなかった。もし彼が満 

足していたら、彼の事業の繁栄は見られなかったで 

あろう。満足しなかったからこそあそこまで大きな 

会社になったのであろうと言っています。国が何を 

してくれるかではなく、君たちが国の為に何ができ 

るのかであるという有名な文句をリンカーンが言っ 

ているように、我々もロータリーに対して何ができ 

るかを考えて頂きたいと思います。ポール・ハリス 

は３０歳代でロータリーを創っています。アイオア 

大学で学んだ人ですが、師匠は居ないと思います。 

我々東分区も伝統のある分区なので、こういった資 

料から勉強したい人は勉強していただいて、歴史の 

裏付けの元に色々遊んでいただければと思います。 

日台親善会議も延期するように致しました。規模を 

縮小して行いたいと思います。又、４０年間継続し 

ていることが途切れないようにバギオ訪問も行いた 

いと思います。 

臨海ＲＣとして、特徴あるクラブ、ノーと言えるよ 

うなクラブにしていきたいと思います。自分のこと 

しか考えないで行動することのないようにしていき 

たいと思います。２６年前の臨海が出来たころの気 

持ちを忘れずに、若い人たちにはこれからも頑張っ 

ていってもらいたいと思います。我々も元気なうち 

は応援しますし、協力致しますので、宜しくお願い 

致します。 

 

■点鐘：佐藤正樹会長 

 

 
 

－ 会長メッセージ － 

 

いつも大変お世話になっております。 

残念ながら、4/15(水)までの当クラブ例会を中止す 

ることを理事役員会にて決定いたしました。 

 

皆様の健康と安全を最優先するため、例会中止は 

適切かつ必要な決断と考えています。 

 

改めて、皆さんにご理解下さいますよう、何卒お 

願い申し上げます。  

 

今後のことにつきましては、できるだけ早く皆様 

にお知らせして参ります。 

 

現在はもちろん、今後の情勢不安、金融不安等に 

よる我々の企業への影響も計り知れません。 

 

くれぐれもお身体に留意頂き、安全にお過ごしく

ださい。 

 

皆様との再会を心待ちにしております。 

 

東京臨海ロータリークラブ 

2019-2020年度会長 佐藤 正樹 

 

 

 
 

令和 2年 3月 10日 東京消防庁開庁記念式典において、 

消防行政協力章を頂きましたので報告します。 

 
昨年第七消防方面懇話会の代表世話人を務めさせて頂 

きました。これは、東京臨海ロータリークラブの会員 

皆様のおかげです。有難う御座います。 

斉藤 実 会員より ご報告 

 
新型コロナウイルス(COVID-19) 

リスク回避のための対応 


