
 

 

2020 年 7 月 8 日 【第 1176 回】 

7 月 8 日の卓話 7 月 1 日の出席率 7 月 15 日の卓話 

 
 

「ロータリーって何だ！」 

ガバナー補佐  

海老沼 孝二様 

（東京江北ＲＣ） 

会員在籍者数       43 名 

会員出席者数       34 名 

会員欠席者数     9 名 

本日の出席率     80.95％ 

 

「クラブ奉仕部門フォーラム」 

総合担当： 

クラブ奉仕委員長 佐藤大輔様 

 

≪第 1175 回 例会 2020－2021 年度初例会報告≫ 

2020 年 7 月 1 日 12：25～13：30 

司会：勝間田 SAA 委員長 

 
 

■新旧三役引継式 

 
 

■点鐘：佐久間裕章会長 

 
本日は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策とし

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。 

 

皆様こんにちは本日は足元の悪い中またコロナ感染

者が増加傾向にもあり、その中で 

このように皆様にお集まりいただいたことを心より

御礼申し上げます。まずは後関会長はじめとする東

京江戸川ロータリークラブ三役の皆様、石井会長を

はじめとする東京臨海東ロータリークラブ、三役の

皆様、飯塚会長はじめとする東京臨海西ロータリー

クラブ三役の皆様、本日は誠にありがとうございま

す。我々東京臨海ロータリークラブは本年度変革の

年を迎えると思います。それはですね 20 年ぶりの

50 名クラブを必ず達成させ、活気のあるロータリー

クラブを作っていきますので、どうぞ 1 年間よろし

くお願いします。 

 

■来賓紹介：佐久間裕章会長 

東京江戸川ロータリークラブ   

会 長 後関和之様 

副会長 久保  克様 

幹 事 岩楯信一様 

東京臨海東ロータリークラブ   

会 長 石井敏子様 

副会長 今西  勇様 

幹 事 長島和子様 

東京臨海西ロータリークラブ   

会 長 飯塚憲貴様 

副会長 西野充英様 

幹 事 大星太郎様 

 

■ビジター紹介：井上会員 

 米衛純二様（伊藤会員友人） 

 大庭 亮様（伊藤会員友人） 
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 金城健二様（伊藤会員友人） 

福田義正様（伊藤会員友人） 

 橋 豊和様（東京臨海西ＲＣ） 

 岡田竜司様（東京臨海西ＲＣ） 

 三橋 晶様（東京臨海西ＲＣ） 

 

■乾杯：佐藤正樹直前会長 

 
 改めまして、多くのご来賓の皆様お忙しい中ご参加

いただきましてまことにありがとうございます。ま

た本日ですね多くの入会予定者の方々もおいでいた

だいております。ありがとうございます。本当に素

晴らしい会ですのでぜひ入会していただければと思

います。本日おいでいただいておりますご来賓の皆

様のクラブ、佐久間裕章会長率いる東京臨海ロータ

リークラブの益々の発展と、素晴らしい門出を心よ

りお祝い致しまして乾杯で御唱和お願いいたします。

乾杯！！ 

  

■会長報告：佐久間裕章会長 

 
・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いたしました。 

・東京臨海ロータリークラブ理事、役員紹介 

・国際ロータリー第 2580 地区 

2020-21 年度地区委員紹介・委嘱状贈呈 

 ◇地区副幹事/地区 RLI 委員会委員：髙橋映治会員 

 ◇地区拡大増強委員会副委員長/地区日台親善委員

会委員長：斉藤実会員 

◇地区補助金委員会副委員長/地区財団資金管理委

員会委員長：杉浦孝浩会員 

◇地区クラブ運営支援委員会副委員長：田村浩康会員 

◇地区社会奉仕委員会委員：入澤昭彦会員 

◇地区職場・就業体験委員会委員：山田晃久会員 

◇地区日台親善委員会委員：酒井教吉会員 

・入会式 

 
 お二人と出会った経緯ですが、お二人とも東京青年

会議の方で、私が数年前位から知り合っておりまし

て、坂本幹事も、現役の東京青年会議所メンバーで

ございますので、そこで懇親会の時に、ロータリー

クラブに入会を勧めさせて貰いました。内海さんは

で公認会計士、岩楯さんは薬剤師として店舗も出さ

れております。まだ若干 30 歳なんですけども、若い

メンバーに入ってきてもらえました。 

 

◇岩楯佳司（いわだて けいじ）様 

①職業分類：薬剤師   

②推薦者：佐久間裕章会長・坂本康朋幹事 

③カウンセラー：斉藤実会員    

④所属委員会：親睦活動委員会 

 
本日はこのような場にお招きいただきましてあり

がとうございます。岩楯佳司と申します。先ほど少

し、ご紹介にあったんですけども 1990 年 6 月 30 日

生まれ昨日で 30 歳なったばかりでございます。昨年

までは父親の会社におったんですけども、ちょうど

３０歳を機に自分で舵を取りたいと言う思いから、

２月に開業しましてまだ半年に満たない社長でござ

います。昨年の東京青年会議所で、わんぱく相撲の

実行委員長を務めさせていただきまして、その折は、

皆様にお世話になりまして、ありがとうございます。

その壇の上でですね、来年は東京臨海ロータリーク

ラブに入ることを明言しまして、こうして、この場

で皆様のメンバーに加えさせていただく事を非常に

嬉しく思います。私は今、地域愛だったり、地域貢

献活動というものに意識を持っております。といい
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ますのは、サラリーマン時代に福島県で 3 年間ほど

仕事をしていた経験がありまして、東日本大震災直

後の３年間非常に厳しい状況の中、仕事をさせてい

ただいておりました。今、コロナウィルスの影響で

体温を計る会社があると思うんですけど、当時は毎

朝、自分の体の中にある放射線量を測るという、非

常に精神的に辛い３年間を過ごしまして、その時の

思いから、自分が江戸川区に戻ってきた時には、自

分が社業として何か少しでも貢献できるようにと思

いました。今年の 2 月からにはなりますけども、自

分の会社を持って、今は町会の役員をしてまして、

少しは地域貢献活動をスタートできているのではな

いかなというふうに感じております。社業としては、

大先輩方にゼロ 1 つ、いや、ゼロ 2 つか 3 つ位、ま

だまだおよびませんし、人間としてもまだまだ未熟

な部分が多いかなと思うんですけども、まずは人間

同士、皆様に少しでも近づける様に、ロータリーク

ラブでご鞭撻いただければというふうに考えており

ます。本日からメンバーとして仲間に入りますけど

も、どうぞこれからよろしくお願いいたします。あ

りがとうございます。 

 

◇内海真樹（うちうみ まさき）様 

①職業分類：公認会計士   

②推薦者：佐久間裕章会長・坂本康朋幹事 

③カウンセラー：山田晃久会員    

④所属委員会：会場監督委員会 

 
皆様こんにちは。本日東京臨海ロータリークラブ

に入会させていただきます内海真樹と申します。私

も岩楯さんと同じ JC で一緒に活動しておりまして、

JC で佐久間会長、坂本幹事にご紹介いただきまして

入会させていただくことになりました。私の事業は

先程ご紹介いただきました公認会計士でして、今、

向島の方で会計事務所をやっております。義理の父

がずっと会計事務所をやってきておりまして、５年

の事業承継期間を経て今年より新代表として会計事

務所を営むことになりました。まだまだ経営者とし

ては新米ですので、先輩の経営者の皆様、いろいろ

と、ご指導いただければと思います。少し話は変わ

るんですけども、10 年位前に私が新社会人になりた

ての頃に岐阜に出張に出た時、岐阜の岐阜公園に大

きな石碑があって、岐阜ＲＣが 4 つのテストを刻ん

で石碑として寄贈したものがあったんですね。私当

時、それを見て、ロータリークラブがどういうもの

かわからない状態でしたが、少しでも成長したいと

思っていた私の心にとても深く刻みこまれ、印象に

残る言葉だったなと思います。そこから１０年経っ

て、本日、東京臨海ロータリークラブに入会させて

頂きます。皆様とロータリー活動を通じてロータリ

ーの精神を培って行きたいと思います。どうぞよろ

しくお願い致しします。 

 

・今井忠会員に、マルチプル・ポール・ハリス・フェ

ローピン（第 5 回）が届きましたので贈呈いたしま

す。 

 
・前年度沖縄で開催された地区大会では、時間の都合

で壇上で贈呈できなかった表彰品が届きましたので

ご披露いたします。 

①ロータリー財団寄付 2018-2019 年度「100%Every 

Rotarian,Every Year クラブ」 

 （このバナーは、1 年度に、年次基金への一人当た

りの平均寄付額が少なくとも 100 ドルに達し、会

費を支払っているすべての会員が年次基金に 25

ドル以上を寄付したクラブに対して贈られます） 

②ロータリー財団寄付 2018-2019 年度「100％ロータ

リー財団寄付クラブ」 

（この認証は、1 年度に、一人当たりの平均寄付額

が少なくとも 100 米ドルに達し、会費を支払って

いるすべての会員が、寄付先を問わず 25 ドル以上

を寄付したクラブに贈られます） 

 

■幹事報告：坂本康朋幹事 

 
・次週７月８日の例会は、海老沼孝二ガバナー補佐訪

問です。卓話をして頂きますので、会員皆様のご出

席をお願い致します。 

・当クラブ会員名簿、ロータリーの友７月号、ガバナ

ー月信７月号をメールボックスに配布しました。 
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・定例理事役員会を本日例会後 13：40 より、3 階「藤・

菊の間」にて開催致します。 

・野生司義光ガバナー公式訪問は、7月 22 日（水）で

す。全会員出席頂きますようご協力お願い致します。

集合は 11 時です。 

 

■委員会報告 

・国際奉仕委員会（小松委員長） 

 
 今年度バギオ訪問は 2021 年 2 月 11 日（木）～14 日

（日）、台湾で開催されます世界大会は 2021 年 6 月

12 日（土）～16 日（水）です。ご予定にお入れくだ

さい。 

 今年度の臨海ロータリークラブの大きな活動 2 つを

ご案内をさせて頂きたいと思いましてお時間頂戴い

たします。1 つ目は予定・手帳を開いていただきま

して、来年の 2 月 11 日から 14 日、来年になってし

まうんですけど 2 月 11 日から 14 日、木曜日から日

曜日まだ予定入っている方そんなにいらっしゃると

思いませんので、もうここをブロックしていただい

て、バギオ訪問がございます。本年はですね 20 名体

制で行きたいなと目標に掲げております、まだいか

れた事のない方、榎本さん、地引さんもご参加いた

だけるとお話聞いておりますので皆様よろしくお願

いします。もう一つはですね国際大会が 6月 12 日土

曜日から 16 日水曜日ちょうど 1年後ですね、多分予

定入ってないかなと思うのでこちらは台湾台北で行

われます。これもコロナの影響があるので日程や予

定が変わったりする可能性がありますが都度都度ご

報告させていただきます。私自身もバギオ訪問であ

ったり国際大会であったりというのはちょっと初め

てではあるんですが、どちらかと言うと参加はどう

しようかなという立ち位置だったんですけども、立

場変われば発言も変わると言うことで皆様ご了承い

ただいて、一緒に 20 名以上体制で行きたいなと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 

・榎本ゴルフ幹事 

 
 東京臨海ＲＣ・東京臨海東ＲＣ・東京臨海西ＲＣ親

睦ゴルフコンペを 9月 23 日（水）に開催致しますの

で参加ください。 

 

■出席状況報告：柴田会員 

⇒詳細 1頁バナー下に掲載。 

 
 

■ニコニコ BOX 報告：櫻田委員 

 
(ご意向)初例会おめでとうございます。本日はよろし

くお願い致します。：後関和之会長（東京江戸川ＲＣ） 

(ご意向)初例会おめでとうございます。：石井敏子会長、

今西勇副会長、長島和子幹事（東京臨海東ＲＣ） 

(ご意向)本日は初例会おめでとうございます。今年度

はどうぞよろしくお願い致します。：飯塚憲貴会長、

西野充英副会長、大星太郎幹事（東京臨海西ＲＣ） 

(ご意向)初例会おめでとうございます。：橋豊和様、岡

田竜司様（東京臨海西ＲＣ） 

(ご意向)佐久間裕章様、会長就任おめでとうございま

す。：三橋晶様（東京臨海西ＲＣ） 

(ご意向)東京江戸川ＲＣ三役の皆様、東京臨海東ＲＣ

三役の皆様、東京臨海西ＲＣ三役の皆様、本日は、

当クラブ初例会にお越しいただき誠にありがとうご

ざいます。1 年間どうぞよろしくお願い申し上げま

す。：佐久間裕章会長、佐藤大輔副会長、坂本康朋幹

事 

(ご意向)佐久間裕章会長、坂本康朋幹事、就任おめで

とうございます。：今井会員、佐久間栄一会員、柴田

会員、井上会員、村社会員、山田会員、酒井会員、

白井会員、杉浦会員、斉藤会員、田村会員、本多会

員、榎本会員、佐藤正樹会員、小松会員、尾身会員、

入澤会員、勝間田会員、須藤会員、舛本会員、地引

会員、篠塚会員、田中会員、笹本会員、櫻田会員 

＊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いたしました。 

 

 
 

【32 件 149,000 円 今年度累計 149,000 円】 
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■来賓祝辞 

・東京江戸川ＲＣ会長 後関和之様 

 
 皆さんこんにちは。東京江戸川ロータリークラブの

会長の後関です。今日から会長になりました。はじ

めての挨拶なのでとても緊張しております。私、歳

だけとっているんですが、ロータリー歴も長いんで

すが、ずっとさぼってたもんですから、なかなかこ

ういう機会もなくて、今日はとても緊張しておりま

す。先日、佐久間さんと会長幹事会でお会いしたと

きに、会員増強をするんだと、それを 50 人のクラブ

にすると力強くおっしゃってました。えっと思った

んです。今年、地区の目標を会員増強と言うのは大

きなテーマなっているんですが、実は野生司ガバナ

ーはちょっとトーンダウンしておりまして、会員が

減らないようにしようということを最近はかなり頻

繁に言ってます。それから休会という制度はロータ

リーには無いそうですけど、休会に近い方法をとっ

て会員が辞めないようにしてほしいとおっしゃって

ます。ただ、やはり今日ここにきて、皆さんのテー

マは会員を増やすんだということを大上段に掲げて

やっております。こういう時こそ、こういう姿勢で

望まないと、コロナで会員は抜けちゃうんじゃない

かと今日強く感じました。それとこのクラブはあま

り来た事は無いんですけど来るたびに、若い人たち

の力というか、エネルギーをものすごく感じます。

私たち親クラブで親が子供より年取っていくのはし

ょうがないですが、ちょっと歳をとってる人が多く

て、この元気がありません。私たちのクラブの良い

ところはとても皆さんが親しくて、それから出席率

が常に 100%ができるクラブです。ただ私たちに少し

かけているとすると、このクラブのエネルギー、若

い人たちの力かなと今日しみじみと感じました。私

たちも、いろいろとこれからロータリークラブの運

営、運動に関わっていこうと思ってますけれども、

これは若い力をお借りしたい時が必ずくるんじゃな

いかなというのを感じてます。その時はぜひ皆さん

のお力をお借りして、私たちも一緒に何かできたら

いいなというふうに思ってます。どうぞよろしくお

願いいたします。本日はありがとうございました。

おめでとうございます。 

 

・東京臨海東ＲＣ会長 石井敏子様 

 
 今日はお招きいただきましてありがとうございます。

東京臨海東ロータリークラブの石井と申します。こ

の 1 年間どうぞよろしくお願いいたします。今日は

長島幹事、今西副会長とともに参加しておりますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。こちらのク

ラブは私どもの親クラブでございまして、日頃いつ

もご指導ご鞭撻をいただいております。そして斉藤

実様をはじめ、皆さんに私たちの例会にいつも足を

お運び頂いて、ご指導頂いており感謝しております。

こちらのクラブは私たちより 2 年間先に誕生してる

と思うんですけども、私どもクラブはそうしますと

25 周年と言うことで今年は、コロナの時代でござい

ますのでささやかに周年行事を行えればと思ってい

ます。そして、親クラブ様の良いところは会員増強

がきちんとできていて、親睦活動、社会奉仕活動を

非常に広範囲にされているということでございます。

見習って行かなければならないと、このように思っ

ております。今日はこのようなおめでたい席にお招

きいただきまして、厚く御礼申し上げます。どうぞ

1年間よろしくお願い致します。 

 

・東京臨海西ＲＣ会長 飯塚憲貴様 

 
 皆さんこんにちは。本日は初例会にお招きまして、

誠にありがとうございます。今年度、東京臨海西ロ

ータリークラブ会長を仰せつかっています飯塚と申

します。よろしくお願いします。臨海ロータリーク
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ラブさんは、もともと 5 年前に私は会員でした。で

すので本当にお世話になった方たちが多くいらっし

ゃいますし、この 2 年間の間に、ほんとに若い方が

増えたなというのを実感しております。そして、今

期第27代目会長である佐久間会長。実は8年前です。

西葛西のパチンコ店内装解体の所に JC に入ってい

る弟に呼ばれて行ったら、佐久間会長がいらっしゃ

いまして、そこから仲良くしてもらってます。5 年

前、臨海ＲＣに入った時にも先輩会員としていらっ

しゃいまして、そして今こうやって、今年度、臨海

西ロータリークラブの会長になった時にも、親クラ

ブの臨海ロータリークラブの会長としていらっしゃ

います。本当に奇妙なご縁があります。今日、初例

会ということで、ターゲットを会員増強、そしてク

ラブの繁栄のためにそういったターゲットを掲げら

れておりますけれども、その言葉通りに入会者も 3

名、そして入会検討者 4 名も呼んでるという有限実

行力、行動力に本当に感動し、学ぶ事はたくさんあ

ると思うので、本当にお呼びいただきましてありが

たいと思っております。私たちも、明後日初例会が

あります。若い力で臨海 3 グループ、臨海軍団です

かね。若い力でロータリークラブを引っ張って行け

たらすごい力になると思っています。本年度、私た

ちは微力ながら、親クラブである臨海ロータリーク

ラブ様のお力になりたいと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いしたいと思います。最後に、初例会に

お招きいただきまして有難う御座いました。そして、

よろしくお願いいたします。 

  

■新三役へ贈る言葉：鈴木孝行会員 

 
 皆さんこんにちは、贈る言葉と言われましたが、こ

の 3 人に対して褒める言葉は一切ございません(^^)。

思い起こせば 7 年前、私が飲んでいた時、高橋英治

さんが、鈴木さん、どうしても入会してほしい人が

います。ロータリーに入るのなら連れてきていいよ。

と、会ったのが佐久間裕章君でした、その時は、エ

アコン屋を継いで二代目で年商 8 千万円。今ではそ

の 10 倍、10 倍以上多くなりました。その後すぐ 1

年後に坂本さんが入りました。何て変な顔つきして

るのかなと思いました。でも今では JC のカリスマと

呼ばれているらしいです。佐藤大輔さんは、11 年前

からですね。3 年前には幹事をされて、ロータリー

の事を詳しく把握している方です。高橋英治さんと

よく話しました。俺たち打ち止めだね。古参は打ち

止めだね。入れる会員がもういないんですよね。仲

間がね。入れたいと思う人がなかなかいなくてです

ね。ある時、おかしなこと言ってました。RI が。自

分たちの奥さんをロータリーに入れようと。ロータ

ーアクトの人をロータリーに入れよう。わけわから

ないですね。なんでそんな考えになっちゃうかなっ

て不信感を持ったりもしました。ここからが僕から

贈る言葉なんですが、たぶん私共の臨海ロータリー

クラブはですね、昨年より諸団体交流ピックアップ

増強員会という会をクラブ奉仕委員会の中に作りま

した。それによって素晴らしい人たちがいる、いろ

んな諸団体の会合に、うちのクラブのメンバーが行

くこと、そしてその中で素晴らしいなと思う友人作

り、ロータリークラブに入れようというような動き

を率先してやってきました。それが功をなして佐久

間会長、それから坂本幹事は、見事この初例会から

そのような活動の結果を出してくださるようになっ

たわけです。本当に素晴らしいと思ってます。あり

がとうございます。長くなって申し訳ございません。

ただし、若いメンバーが増えますと、どうしても遊

びの方向に走ってしまったり、ロータリークラブと

は何ぞや、ということを考えなかったり、果たして

は、酒の飲み方、カラオケの歌い方、ゴルフの時、

麻雀の時、失態も出てくるかと思います。ぜひとも

注意してください。あなた方が見本になり手本とな

ります。そしてお願いしたいのは、こちらにおられ

る諸先輩の皆様、ぜひともロータリアンらしく、私

も散々やってきたんですけども、ロータリーらしく

導いていただきたいと諸先輩にお願いしたいと思い

ます。中にはですね、この 3 人が一生懸命やっても

それを称賛することなく、中には拍手をしない人も

います。でもね、悔しかったらやってみろって。親

クラブさんにも、東クラブさんにも、西クラブさん

にも申し訳ないんですけども、うちの会長はこうい

ったターゲット、増強なくしてクラブの繁栄なしと、

ぜひともですね、がんばって猪突猛進していただき

まして、その上で素晴らしいロータリアンを作って

いくという。そのような活動を共にしていきたいと

思ってます。本当にこの 1 年、楽しくなると思いま

す。ぜひともご協力をよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。 
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■三役就任挨拶 

・佐久間裕章会長 

 
 皆様こんにちは、鈴木会員贈る言葉ありがとうござ

います。まさに 1 年前、ロータリーに入って 7 年経

ちまして、8 年前に鈴木さんとお会いしたのを、昨

日のことかのように覚えてます。鮮明に覚えていま

す。まず入会を決めたのも 3 秒位でしたかね。ロー

タリー入るよね。わかりましたと。異様な圧がその

時あったのを今でも感じております。今もその圧を

懐かしく、ふと思い出しました。本当にこのロータ

リークラブに入って、私自身、人間として成長でき

る機会となったことは間違いございません。先ほど、

年商の話もあったんですけども、まさに会社の繁栄

も、人がいて、年商があって、繁栄するんじゃない

かなと私自身思っております。また、最初に 50 名ク

ラブということをお話しさせてもらったんですけど

も、実は、本日の理事会にて、6 名の入会候補の履

歴書を後ほど、理事役員の皆様に拝見していただく

ことになるかと思います。8月で 50 名のクラブにで

きる事となりました。本当にこれは、皆様のご協力

のもと、このクラブが良いと大々的に発信して頂い

て、達成できている事なんじゃないかなと思ってお

ります。がしかし、目標達成したからとはいえ、私

たちは三役で話しておりますけども、もうワンステ

ップ 55 名を目指そう。目標達成で一丁上がりという

のは、皆様に申し訳ございませんので、このターゲ

ット、皆さん見ていただければ分かると思うんです

けども、会員増強なくしてクラブ繁栄なしと。コロ

ナ禍でそんな時期ではないかもしれないんですけど

も、そんな時ほど、会員増強を進めてまいりたいと

私ども思っております。先ほど鈴木会員がおっしゃ

っていたんですが、入ってきた新入会員が、まだロ

ータリーの社会奉仕だとか５代奉仕だとか、よくわ

かっていない方たちがほとんどだと思いますので、

ぜひ皆様、ご指導を賜りますよう、よろしくお願い

いたします。佐藤正樹パスト会長がすごくほっとし

た顔でいらっしゃって、もうお役御免みたいな顔さ

れてますけども、私も 1 年後、あの顔になれるよう

皆様と一緒に頑張って参りますので、どうか 1 年間

よろしくお願いいたします。 

 

・佐藤大輔副会長 

 
 改めまして皆さんこんにちは。今年度副会長を仰せ

つかりました、佐藤大輔でございます。副会長とし

てやる事は、今回、佐久間会長、坂本幹事、2 人と

も 30 代の会長・幹事だという、なかなかロータリー

ではいないんではないかという若い会長・幹事であ

りますが、この 2人をしっかりお支えいたしまして、

若いとはいえ本当に実力がある、力のある 2 人でご

ざいます。勢いのある 2 人でございますので、私は

しっかりとお支えして一生懸命頑張りたいと思いま

す。そして副会長としまして、会長エレクトという

ことで、次年度の会長という形になるわけですけど

も、今年度の 2 人の会長、幹事の勢いを次年度で決

して止めることのないように、この 1 年間、自分自

身勉強させて頂いて、この 2 人に負けないように一

生懸命がんばっていきたいと思いますので、1 年間

どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうござ

います。 

 

・坂本康朋幹事 

 
 皆様、こんにちは。今年度幹事を拝命しました坂本

でございます。1 年間どうぞよろしくお願いいたし

ます。私もロータリーに入会させていただきまして

6年になります。6年前を振り返ると結構ポンコツだ

ったなと思ってます。よく本多会員、栗山会長に怒

鳴られました。ですが、今年度幹事ということで大

変嬉しく思っております。1 年間、佐久間会長らし
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い 1 年に出来るよう、私も後ろから支えていきたい

と思っています。今日、新入会員の方も入会されて、

まだまだ新しい方も入会してくると思います。これ

から東京臨海ロータリークラブらしいクラブ運営を

していけるように頑張っていきたいと思いますので、

ご協力よろしくお願いいたします。また諸先輩方に

は、まだまだ私たち 30 代と言うことで勉強不足なの

こともたくさんあると思いますので、忌憚のないご

意見をいただき勉強させていただければと思います。

昨日も栗山会長から、いろんな意見を受け止めて飲

み込めとの指導いただきました。今年 1年間、何卒、

皆さんのご意見いただけますよう、よろしくお願い

いたします。ご協力の程、よろしくお願いいたしま

す。ありがとうございます。 

  

■点鐘：佐久間裕章会長 

 
 

 

 
 

 

五大奉仕委員長就任挨拶 
 

 

 

 

 

クラブ奉仕委員長 佐藤大輔 

 

 

次年度会長として、クラブ運営全体をこの委員長活 

動を通じてしっかりと勉強させていただきます。クラ

ブ歴は１０年を過ぎましたが、のほほんと過ごしてお

りましたので、運営に関しては正直自信はありません。 

しかし、やるからには副会長の職務とともに１年間 

精一杯クラブのために尽くし、私自身がまずはしっか

りとクラブに奉仕したいと思います。 

一生懸命頑張りますので、どうか皆様のご指導・ご

協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

職業奉仕委員長 酒井教吉 

 

 

佐久間会長年度において職業奉仕委員長を拝命致し 

ました酒井です。ロータリーの神髄でもある「職業奉

仕」が重要だということを全員で認識できるよう 

業種、業態を超えた会員相互の各々の職業への理解、 

関心を高めていくことより実態的な関係を作り上げる 

ことを目指します。 

そのために ①会員の職場訪問の実施 ②経営勉強 

会の実施 ③家庭集会等において「職業奉仕」をテー 

マにした討論会の実施 ④職業奉仕フォーラムにおい 

ては実体的なコラボ等の踏み込んだ議論へ進められる

よう日常の職業を通じた関係値の構築を目指します。 

皆さんにとって最もわかりやすいロータリー活動に 

できるよう努めて参りますので、よろしくお願い申し

上げます。 

 

 

 

 

 

社会奉仕委員長 村社研太郎 

 

  

今期、社会奉仕委員長を拝命致しました村社研太郎 

です。 

当クラブでは、既に毎年、「東京臨海ＲＣ旗争奪学童 

オレンジボール大会」の開催や「らいおんはーと子ど

も食堂」の支援活動等をしております。本年度は、佐

久間裕章会長のもと、昨年より始めた「パラボールフ

ェスタ」の支援や「江戸リバークリーンフェスタ」等、

新しい事にもどんどん取り組み、地域密着型社会奉仕

活動にしていきたいと思います。 

会員の皆様、ご協力を宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

国際奉仕委員長 小松啓祐 

 

 

この度、国際奉仕委員長を仰せつかりました小松で

ございます。国際奉仕の推進に邁進して参る所存でご

ざいます。 

 当クラブにおいては、本年度バギオ訪問、国際大会

（台湾）の活動を予定しております。多くのメンバー

にご参加いただき、『国際理解、親善、平和の推進』に

取り組んでいきたいと考えております。 

 また、国際奉仕委員会四項目の『姉妹クラブ』、『バ

ギオ基金』『ロータリー財団』、『米山奨学』においても、
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ミーティング、助け合いをおこない、更に強化して参

ります。 

 国際奉仕委員長の大役を全うできるように精進して

参りますので何卒、皆様のお力添えの程宜しくお願い

致します。 

 

 

 

 

青少年奉仕委員長 井上晴貴 

 

 

「佐久間裕章会長」年度の青少年奉仕委員長を拝命

いたします井上晴貴でございます。 

青少年とは、若い多様な年齢 30 歳までです。青少年

奉仕プログラムには、インターアクト（12～18 歳≒中

高生）、ローターアクト（18～30 歳≒青年）、ロータリ

ー青少年指導者養成プログラム（ライラ RYLA：12～30

歳≒中学～青年）、ロータリー青少年交換（コロナで中

止）があります。次期リーダー候補の若手が参加して

います。 

一つ一つのプログラムを把握し、私も共に学んで理

解し、同じ目線で青少年の世界を見て体験して参りま

す。何卒宜しくお願い致します。 

 


