
 

 

2020 年 8 月 5 日 【第 1180 回】 

8 月 5 日の卓話 7 月 29 日の出席率 8 月 19 日の卓話 

 

東京臨海 RC 創立 27 周年記念例会 

(臨海 RC･臨海東 RC･臨海西 RC合同例会) 

「ロータリーの歴史と基本その１」 

元ガバナー補佐・当クラブ元会長 

斉藤 実様 

 

会員在籍者数       43 名 

会員出席者数       27 名 

会員欠席者数    16 名 

本日の出席率     64.29％ 

 

移 動 例 会 

「らいおんはーと子供食堂」 

 

≪第 1179 回 例会報告 2020 年 7 月 29 日≫ 

司会：田中会員 

 
■点鐘：佐久間裕章会長 

 皆さんこんにちは。右手にいらっしゃいます。虻川

さん、樋口さん、ようこそ、我々東京臨海 RC に御入

会いただきありがとうございます。このような形で

ご入会いただく手法で、今後 1 年間やっていきたい

なと思います。 

 

■本日は、新型コロナウイルス感染拡大防止策として、

「ロータリーソング」・「四つのテスト」・「ロータリ

ーの目的」の唱和は行いません。尚、次週からは、

ロータリーソングの斉唱、ロータリーの目的の唱和

を始める予定です。 

 

■来賓・ゲストスピーカー紹介：佐久間裕章会長 

本日は、いらっしゃいません。 

 

■ビジター紹介：井上会員 

 樋口大介様（伊藤会員ゲスト） 

 虻川良太郎様（伊藤会員ゲスト） 

 高吉寿尋様（入会候補者） 

 米衛純二様（入会決定者） 

 金城健二様（入会決定者） 

■会長報告：佐久間裕章会長 

・先週の野生司ガバナー公式訪問には、早くからお集

まり頂き、会員の皆様のご協力ありがとうございまし

た。 

・野生司ガバナー、谷一地区幹事より、先週のガバナ

ー公式訪問に対するお礼状を拝受致しました。 

【お礼状】 

謹啓 時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げ

ます。 

貴クラブへの公式訪問に際しましては、会長・幹事を

はじめ会員の皆様に歓迎いただきまして、誠にありが

とうございました。 

新型コロナウイルスが心配な状況の中、またご多忙の

皆様に貴重なお時間をいただき、貴クラブの活動状況

をお聞きすることができました。心より感謝申し上げ

ます。 

今年度のテーマ「ロータリーは機会の扉を開く」をご

理解いただき、会員の皆様が楽しくロータリー活動に

励まれますことを願っております。 

貴クラブのますますのご発展と会員の皆様のご活躍

を祈念して、お礼のご挨拶とさせていただきます。 

謹白 
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■幹事報告：坂本康朋幹事 

・来週 8月 5日（水）は、当クラブ創立 27 周年記念 

例会です。東京臨海東ＲＣ・東京臨海西ＲＣとの 

3 クラブ合同例会になります。 

例会時間は、12 時 30 分開始、13 時 45 分終了を 

予定しております。会場は、4階の「錦の間」です。 

会員皆様の出席をお願い致します。 

 
 

■委員会報告 

・プログラム構成委員会ＩＴ・公共イメージ担当 

：柴田副委員長 

国際ロータリー第 2580 地区公共イメージ向上委員

会からのご連絡です。地区公共イメージ向上委員会

で議論し、ＳＮＳを通じて外部への情報発信を積極

的に行ってロータリーの認知度を高め、それによっ

て公共イメージの向上を図るのが良いのではないか

との結論に至りました。そこで、既に当地区では

Facebook は運用されてますので、これに加えて今年

度から新たに、当地区のツイッターとインスタグラ

ムのアカウントを開設し、地区公共イメージ向上委

員会が中心となって運用していくことになりました。

ぜひご参加下さい。 

Twitter URL  

https://twitter.com/rid2580org 

 

 InstagramURL 

https://www.instagram.com/rid2580public/ 

  
 

■ロータリー情報委員会：入澤委員長 

ロータリーの友からの有益な情報をお伝えするという

中で一点ございます。ロータリーの友の電子版という

ものができまして、スマホ、タブレット、ＰＣでいつ

でもどこでも読めるようになりました。そのＩＤとパ

スワードは事務局にて管理していますので、皆さん、

ご利用していただければと思います。よろしくお願い

いたします。 

 
 

■出席状況報告：内海会員 

⇒詳細 1頁バナー下に掲載。 

 

■ニコニコ BOX 報告：杉浦会員 

 

(ご意向)本日の五大奉仕委員長就任挨拶、宜しくお願

い致します。：佐久間裕章会長、佐藤大輔副会長、坂

本康朋幹事、斉藤会員、杉浦会員、田村会員、小松

会員、井上会員、村社会員、坂本秀夫会員、入澤会

員、柴田会員、白井会員、山田会員、勝間田会員、

白幡会員、大澤会員、須藤会員、尾身会員 

(ご意向)先日は家内の誕生日に素敵なお花を頂戴し有

難うございました。：酒井会員 

 
 

 
 

■卓話   （紹介者：プログラム担当 田中委員） 

「五大奉仕委員長就任挨拶」 

 

 
・クラブ奉仕委員長 佐藤 大輔様 

 5 大奉仕委員長の就任挨拶という事ですが、本来で

あれば初例会の時に、三役が挨拶をし、翌週に 5 大

【18 件 36,000 円 今年度累計 341,000 円】 
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奉仕委員長が挨拶をするという流れなんですが、今

年はガバナー公式訪問が間に挟まってしまい、クラブ

協議会と、私、今週で 3 度目、連続で 3 回目というこ

とになりますので正直話すことが何もない感じとなっ

ております。先週、先々週といらっしゃらない方もいる

かもしれませんので改めてお話しさせて頂きますが、

同じようなお話をさせていただきます。クラブ奉仕委

員会、今年度は、まず 1 番目に掲げるのは今回、佐

久間会長、年度ターゲットの通り早々と新入会員大

勢の方に来ていただき 50 人体制となるということが、

もうほぼ確定しております。その中で新しい方たちに

早く馴染んでもらい、みんなに溶け込んでもらい、そ

して RC というものを学んでいただいていただく、とい

うことがクラブ奉仕委員会で 1 番やっていかなければ

いけない、頑張っていかなければならないと事だと思

っております。また委員会には、昨年度の鈴木クラブ

奉仕委員長の臨海RC26年ぶりに組織体制、委員会

体制が刷新されまして、より役割分担が具体的に細

かく分けられるようになりましたので、今年は、その 2

年目となりますので、その委員会体制、そちらのほう

の定着、軌道に乗せていくというのも私の大事な役割

だと認識しておりますので、それを両方合わせまして

この臨海 RC、大勢の仲間たちとともに更に活性化さ

れ、発展していきますように一生懸命、日々の例会、

親睦を中心に活動をしていきたいと思っておりますの

でよろしくお願いいたします。 

 

 
・職業奉仕委員長  酒井 教吉様 

 この前もクラブ協議会でお話をさせていただきまし

たが、佐久間会長から職業奉仕委員長をやってほし

いという依頼が電話でありました。職業奉仕とは一

体なんだろうと考えました。何するのか。いつもや

ってるじゃないですか。何をやっているのかな、職

業奉仕とは RC の中で仕事を融通し合うのが職業奉

仕と思っていました。実は職業奉仕委員長をやるよ

うになって、いろいろ勉強してみました。勉強した

ことを言います。職業奉仕というのは RC 独自の奉仕

の 1 つです。4 つの目的というのがあって、その中

の 2 番目の目的が職業奉仕なんです。どういうこと

かと言うと、RC の目的は職業を通して社会のいろい

ろなニーズを満たすということ、職業奉仕とは職業

を通して社会のニーズを、ほぼ完全な形で満たせる

努力を重ねるということです。それによって自己の

職業の品位と道徳水準を高める。社会から尊重され

る存在にすることができるのという事です。自分の

職業を通して、切磋琢磨して仕事で儲けたお金を社

会のために還元するというような事なんですけど、

道徳的に現実的なことを高めていこうと。その結果、

社会に愛され貢献していこうというような感じだと

思います。ある方がおっしゃっていた、「気配り」「目

配り」「心配り」最後に「金配り」となるような気が

するんです。それをみんなで一緒に考えていければ

と。今回職業奉仕委員長をさせて頂いて思ってます。

せっかく新しい方がいらっしゃいますので、RC なら

ではの職業奉仕、奉仕活動を一緒に考えて、できれ

ば業種業態を超えていろんな交流をしながら、先程

言った道徳的な部分、企業の倫理的な部分の品位を

上げるというような、ちょっと大げさなんですが、

極力レベルの高い仕事が出来るようにやってみよう

と思っております。4 つのテストの中で、昨年家庭

集会で 4 つのテストをいろいろ考えたと思うんです。

いろいろ議論しました。この 4 つのテストのテーマ

を、それぞれ皆さんの会社の経営理念の中に盛り込

まれているのか考えていければと思います。できれ

ば今年は活動計画の中で 4つ挙げときますけども、1

つは会員の職場訪問、それをやることによって、そ

れぞれの仕事の中身をみんなで見ていきたいなと。

コロナが収束してませんので、できればコロナが落

ち着いたら職場訪問をやりたいと思ってます。2 つ

目は経営勉強会の実施、できれば先程言いましたよ

うに、皆さんの会社で経営理念とか企業の理念を作

るにあたっての勉強会みたいなものをできればと思

っております。3 つ目は家庭集会等によってもう一

度職業奉仕の中身を皆さんで意見を出し合って品位

を高める。道徳倫理を上げていく話ができればなと

思います。4 つ目は職業奉仕フォーラムの中で昨年

は、前委員長佐藤大輔さんがやっていただいた CSR

（社会的企業責任）です。ここに行き着くような話

ができ、実体的に、例えば会社間のコラボとか、そ

ういうことも含めて話し合っていければ良いなと思

いますので、新しい方含め、皆さんが RC に参加した

事に意義があるような職業奉仕の活動をしていきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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・社会奉仕委員長  村社研太郎様 

 私も先々週、先週と同じ話になってしまうんですが、

社会奉仕委員長を佐久間会長にやってほしいと言わ

れ、やることになりました。私的には前向きに捉え、

私にすごくぴったりな仕事をいただけたかなと思っ

ております。今年度は一般会計の財源全額を社会奉

仕に回していただけるということで、新事業をやっ

ていきたいと思っております。それに伴い、これま

でも活動計画の中でやっておりました区民まつり、

わんぱく相撲、花火大会協賛金、これは例年通り変

わりませんけども、今のところコロナで中止になっ

てているのは、わんぱく相撲だけです。それ以外は

未定となっております。4 年位前から江戸川区学童

少年野球の支援ということで、私も 13 年少年野球の

監督をやってまして、この状況を非常に知っており

ます。今は子供がいない、少子化で他のスポーツに

取られ野球業界に人がなかなか集まらない中で立ち

上げた小学校 3 年生以下の大会、もともと 3 年生以

下の大会はなかったんです。ですので 3 年生まで野

球をやっても試合がないので、練習が厳しく、つま

らなくてやめてしまうんです。できたばかりのとき

は優勝しても何ももらえない、参加賞だけとかでし

た。臨海 RC として支援したことでメダル、盾、旗な

ど、いろんなものを協賛したことで 4 年前から、こ

のオレンジボール大会の観客の盛り上がり方が本当

すごいんです。去年は私のチームが優勝させてもら

いましたが、本当に子供も親も喜んで、こんな物 6

年生でも、もらえないのにというようなものを出し

て、野球人口を増やすための貢献度合いとしては、

すごく高いと思っております。NPO 法人らいおんは

ーと、白井会員がやられている所への協賛支援活動

も続けてやらせていただいております。もともとは

区内の小中学校の PTA 会長が立ち上げたものでござ

います。私もまだ現役でやらせていただいて、立ち

上げの時から参加協力させていただいております。

もともとからやっている及川さんという方が、何回

かご挨拶してますけども、ちょうど同じ時期に中学

校の時の PTA 会長をやってまして同期なんです。そ

の時にその方が仕事を辞めてまでも、これをやる位

の意気込みで最初相談にきました。それが今では子

供食堂だけでなく、学習支援活動とかどんどん広が

って、区からもここに来れば授業の日数にカウント

されるとか、非常にすごい成果が出てきてます。こ

れに対してもさらなる協賛支援をしたいと思ってお

ります。去年からやっておりますパラボールフェス

ティバルに関しては、障害者と健常者が一緒になっ

てスポーツを楽しむ機会を作っています。去年は第

1 回。第 2 回、第 3 回とやっていく中で、良くなっ

て、どんどんどんどん参加者が増えてくればなと思

っております。今年新規でかねてから考えていた、

江戸リバークリーンフェスタというのは、江戸川の

花火大会後の掃除です。私はもともと PTA の小岩支

部の方でやってましたので、これなんかも私にはぴ

ったりだなと思っております。新事業は私が外でや

っていることでして、民生委員の活動なども毎年ず

っと参加しており、RC を通して社会奉仕委員長とし

て行かせてもらえれば、いろんな意味で、また違う

のかなと思っております。若い人たちも増えてきた

ということで、私なりに思っているのは金銭的な支

援だけではなくて、皆さんがそこに参加してもらっ

て、そこを見てもらって、時には体を動かしてもら

って、公共イメージのアップにつなげたいと思って

おりますので、その時の日にち等、早めに御連絡い

たしますので、御時間空けていただき、御協力・御

参加の方をよろしくお願いしたいと思います。今年

コロナで何件か中止になったりすることが出たりす

るかもしれませんが、その時は是非、来年もやらせ

ていただきたいと思いますよろしくお願いいたしま

す。 

※7 月 1 日よりパラボールフェスティバル理事長に

東京臨海西 RC パスト会長の栗山氏が就任されてい

ます。 

 

 
・国際奉仕委員長  小松 啓祐様 

 新入会員の方がたくさんいらっしゃいますので、大

枠だけお伝えさせていただきます。RC の中ではクラ

ブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉

仕と５大奉仕があります。私の方では、その国際奉

仕委員長というものを務めさせていただきます。国

際奉仕の目的は国際平和の推進、親善、理解となり

ます。これだけ聞いても何をするんだと、入会した

当初は思っておりました。結論、「旅行」と「寄付」
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です。これをすれば国際奉仕活動が行使されるとい

うことになるのかなと思います。旅行というか渡航

というかに関しては、来年の 2 月にバギオ、6 月に

国際大会があります。両方出るのが難しいかなとい

う方がいらっしゃれば、どちらかだけでも出ていた

だかないと私の仕事が進まないので、どっちかだけ

は必ず出ていただきたいのが私の本心です。寄付に

関してですが、国際奉仕委員も、細かく RC 財団だっ

たり、姉妹クラブ、米山奨学、バギオ基金と様々な

項目があるのですが、主な活動が寄付となりますの

で、今回、国際奉仕の方から寄付をお願いする、特

に、先ずは 11 月に RC 財団月間となりますので、ご

寄付をお願いするケースが多いと思うのですが、そ

のお力添えを皆様にいただければなというところで

ございます。国際奉仕を実行していただくメリット

としては、本当に旅行と言うのは国際奉仕として行

ったわけでは無いんですが、昨年親睦としてマニラ

のほうに行かせていただいたんですが、普段なかな

かしゃべれない諸先輩方でしたり、なかなかお近づ

きになれなかった方、諸先輩方と長時間時間を共に

しますので、週 1 回の例会といえども 12 時半から

13 時半という 1 時間の時間ですが、旅行となると 3

日～4 日となりますので、そういう面では、クラブ

運営として非常に自分も動き易くなりますので、ぜ

ひ 2 月か 6 月は参加していただければメリットがあ

ると思います。寄付のほうも、個人として寄付はし

ていただくんですが、いろんな地区、いろんな RC が

ある中で、どれぐらい寄付をしているか、どれぐら

いの人数が在籍しているかという指標がありまして、

そういう面では寄付をいただけると東京臨海 RC が

評価されるというのが間接的なメリットだと思いま

すので、私も帰属意識が生まれますので非常にメリ

ットじゃないかなと思います。いろんなお話をさせ

ていただいたんですが「旅行」と「寄付」、この 2点

を今年度は強化していきたいと思いますので、皆様

ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

 
・青少年奉仕委員長 井上 晴貴様 

 「青少年とは何ぞや」という所ですけども、大体、

大まかに 18 歳から 30 歳までの方々を言います。青

少年奉仕委員会が何をするかというのが結構ありま

して、青少年交換留学など、奨学生、インターアク

ト、ローターアクト、ロータリー青少年指導者養育

プログラム、ライラ等など、いっぱいあるんですけ

ども、今言った所が結構良く出てくる言葉でして、

インターアクトクラブというのは 12 歳から 18 歳ま

で、ローターアクトクラブは 18 歳から 30 歳まで、

ロータリークラブに今所属しているクラブがありま

すけども、RC 以外で青少年たちがローターアクト、

インターアクトの名で様々な活動をしております。

そういうところに於いて私委員長になりまして、コ

ロナの時代になって、だいぶ自粛して、特に海外留

学などが取りやめになっておりますけども、これか

らの青少年の活動に対してネットで会議が開かれて

いたり、少人数集まったりして様々な活動をしてら

っしゃることが、徐々に見えてきましたので、そう

いう活動に対して先ずはアンテナを張って、私も勉

強しながら皆様に伝えていくことにしたいと思いま

す。伝えることに対して、正しく分かりやすく伝え

ていき、せっかく RC の活動に参加していただいてく

れてます。新入会員の皆様もいらっしゃるので、こ

この活動以外にも青少年の活動を応援して頂き、私

はそれに対してしっかりと情報を伝えて参加できる

ことは、参加して参りたいと思っております。よろ

しくお願いいたします。 

 

 

■点鐘：佐久間裕章会長 

 
 皆様お疲れ様でした。今年度の 5 大奉仕委員長の皆

様、本当にありがとうございます。まさにこれがド

リームチームじゃないかなと思っております。今年

度の東京臨海 RC は、確かに若い会員が増えて、より

活気あるクラブにしていきたいと思うんですが、古

参の皆様におかれましては、御指導が本当に大変な

1 年になると思いますので、是非是非ご協力いただ

けますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

当クラブ例会休会のお知らせ 

 

８月１２日(水)は、 

当クラブの例会は休会です。 


