
 
 

 

 

２０２１年７月７日 
東京臨海 RC     【第 1２０６回例会】 

東京臨海北斗 RSC 【第 1５回例会】 

新旧役員引継式 

「東京臨海 RC 三役就任挨拶」 

会長 佐藤大輔様・副会長 杉浦孝浩様・幹事 勝間田健一様 

「東京臨海北斗 RSC 三役就任挨拶」 

議長 坂本康朋様・副会長 小松啓祐様・幹事 勝間田健一様 

 

 
 

「 五大奉仕委員長就任挨拶 」 

クラブ奉仕委員長  杉浦 孝浩様 

職業奉仕委員長   白井正三郎様 

社会奉仕委員長   大西 洋平様 

国際奉仕委員長   柴田  剛様 

青少年奉仕委員長  本多 信雄様 

 

 

７月７日の卓話 ７月１４日の卓話 

 ≪2021年 6月 30日最終夜間例会報告≫ 

 東京臨海 RC 第 120５回  

 東京臨海北斗 RSC 第 1４回  

司会：田村 SAA委員長 

 
■点鐘：東京臨海 RC佐久間裕章会長 

    東京臨海北斗 RSC須藤宗之助議長 

（佐久間会長） 

皆さんこんばんは。まず初めに本日は栗山パスト会

長、飯塚会長、西野次年度会長、さんしょうがいフォ

ーラム杉事務局長、本日はお忙しい中、私どもの最

終例会にお越しいただきましてまことにありがとう

ございます。栗山パスト会長、飯塚会長、西野次年度

会長、本日だけは東京臨海 RCのメンバーとして過ご

していただければなというふうに思いますので、本

日最終例会となりますが皆様、引き続きよろしくお

願いいたします。 

 （須藤議長） 

 皆さんこんばんは。今日は対面の例会ということで、

本当に私も気持ちが上ずっております。これが本当

の姿ですよね。いつものズーム例会とは違った形で

やっており、本当の姿ですね。今日は大勢の方にお

いでいただきまして、こんなに素晴らしい最終例会

ができることを嬉しく思っております。 

■国歌斉唱「君が代」 

：ソングリーダー：伊藤副委員長 

■ロータリーソング「日も風も星も」 

■「四つのテスト」斉唱（歌） 

■「ロータリーの目的」東京臨海 RCVer.唱和 

：佐藤大輔副会長 

■来賓・ゲストスピーカー紹介：佐久間裕章会長 

 栗山義広様・飯塚憲貴様・西野充英様 

 さんしょうがいフォーラム事務局長 杉啓以子様 

 
■ビジター紹介：斉藤会員 

 本日は、ビジターはいらっしゃいません。 

■ご挨拶 

 さんしょうがいフォーラム事務局長 杉啓以子様 

 皆様に、こうやって対面でお会いすることができま

して心より嬉しく存じております。なかなかコロナ

禍において対面でお会いすることが不可能な状況が

続いております。そしてまた、さんしょうがいフォ
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ーラムの方、今日 4店舗出させていただきましたが、

イベントが江戸川区は全くなくなってしまいまして、

売れない、ものが作れないと言う苦しみの中でコロ

ナをどうやって乗り切っていこうかという時に、今

日の例会にお招きいただきまして本当にありがとう

ございます。こうやって就労 B 型の職員さん、利用

者さん達が作ったものが皆さんのお手元にお届けで

きること本当に心から感謝しております。テーブル

の上に注文書もございますので、お手持ちが嫌だと

言う方は、どうか注文書の方で注文いただければ即

座にお届けいたします。皆様方の力と、そしてご好

意を私たちは心に秘めて、また頑張って時代を切り

開いていきたいなと思います。おかげさまでワクチ

ンが少しずつ進んでおります。どうか皆様もお体お

気をつけになって、なるべく早めにワクチンを打っ

ていただいて夏が終わって秋になったら、みんなで

乾杯ができる日を楽しみにしております。今後とも

よろしくお願いいたします。ありがとうございまし

た。 

 
■会長報告：佐久間裕章会長 

・東武ホテルレバント東京様へお中元を贈呈 

 
・入会式（4名） 

◆東京臨海 RC新会員：山田政弘様 

1.職業分類：経営戦略コンサルティング業 

2.推薦者：髙橋映治会員・佐藤正樹会員 

3.カウンセラー：杉浦孝浩会員 

4.所属委員会：クラブ奉仕委員会 

 皆さんこんばんは。皆様と接しさせていただく中で、

非常に皆様切磋琢磨されており、向上心があり刺激

を受けるなと言う思いで参加させていただきたいと

思い入会させていただきました。私の会社は経営コ

ンサルティング会社、企業の問題解決をして企業価

値を上げる仕事をさせていただいております。大抵

の問題解決はできます、そちらの習熟度は高いので

すけども、夜のほうは全然習熟度は低いので皆様に

は、ぜひご教授いただければと思いますのでよろし

くお願いいたします。 

 
◆東京臨海 RC新会員：白鳥和則様 

1.職業分類：内装塗装業 

2.推薦者：伊藤丈史会員・虻川良太郎会員 

3.カウンセラー：尾身治彦会員 

4.所属委員会：親睦活動委員会 

 皆様はじめまして。私千葉県で塗装業をやっており

ます。入会させていただきましてありがとうござい

ます。東京臨海 RCの看板を汚さないように気をつけ

て生活していこうと思います。よろしくお願いいた

します。 

 
◆東京臨海北斗 RSC新会員：藤中靖大様 

1.職業分類：木造建築業 

2.推薦者：寺田雄司会員・本多信雄会員 

3.カウンセラー：村社研太郎会員 

4.所属委員会：社会奉仕委員会 

 はじめまして。麻雀とゴルフが大好きなのですけど

も、仕事を 1 番に考えてこれからも活動させていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

 
◆東京臨海北斗 RSC新会員：吉田大作様 

1.職業分類：司法書士 

2.推薦者：内海真樹会員・坂本康朋幹事 

3.カウンセラー：村社研太郎会員 

4.所属委員会：会場監督委員会（SAA） 

 皆さんこんばんは。私も麻雀は大好きです。東京臨

海北斗ＲＳＣの名前を汚さないようにがんばります

のでよろしくお願いいたします。 
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・一般財団法人比国育英会バギオ基金より、感謝状が

届いておりますので贈呈いたします。 

◆東京臨海ロータリークラブ（第 127回感謝状） 

◆鈴木孝行会員（第 77回感謝状） 

◆斉藤 実会員（第 73回感謝状） 

◆田村浩康会員（第 4回感謝状） 

◆髙橋映治会員（第 3回感謝状） 

◆本多信雄会員（第 1回感謝状） 

 
■幹事報告：坂本康朋幹事 

・次週 7月 7日は次年度の初例会です。12：25より新

旧三役引継式を行いますので、お早めに参集くださ

るようお願い致します。 

・東京 RC様より、100周年記念誌が届きました。回覧

致します。 

■委員会報告 

・勝間田次期幹事 

 ①食品ロス削減の為、例会場の食事の数を毎回ホテ

ルへ連絡することになりました。欠席がはっきりし

ている場合は、ＳＡＡ委員長に連絡をお願い致しま

す。 

 ②ガバナーエレクト事務所からのご連絡 

  7/18（日）10-16時に新宿駅南口に献血バスを手配

し献血会を行います。東京ワセダ RC と東京ワセダ

RACを中心として実施し、中央分区のロータリアンや

ローターアクターの皆さんが協力して行います。 

 中央分区以外の方々にも、もしよろしければ献血に

ご協力ください。 

 次年度は各分区での献血会の実施を提案しておりま

す。視察も歓迎です。（地区のポロシャツや、のぼり

の現物をご覧いただくことができます。広報誌や除

菌スプレーといった献血会用に準備したグッズもお

手に取っていただけます。） 

 
■出席状況報告：村社会員 

東京臨海 RC 

 会員数：57名 

出 席：48名 

欠 席： 9名 

 出席率 85.71％ 

東京臨海北斗 RSC 

 会員数：23名  

出席：20名（例会場：20名 ZOOM：0名） 

欠席： 3名  

出席率 86.96％ 

 
■ニコニコ BOX報告：櫻田委員 

(ご意向)名誉会員になりました。今後ともよろしくお

願いします。：栗山義広様、飯塚憲貴様、西野充英様 

(ご意向)本日の最終例会に参加して頂きありがとうご

ざいます。また、今年度の活動に協力を頂きました

事を感謝致します。：佐久間裕章会長、佐藤大輔副会

長、坂本康朋幹事 

(ご意向)会長、幹事、1年間お疲れ様でした。すばらし

い 1 年をありがとうございました。ジャピーノの粘

り強さと甲子園球児のど根性でめいっぱいがんばっ

ていただき感謝です！：酒井会員 

(ご意向)初最終例会、楽しみにしています。：伊佐会員 

(ご意向)いつもありがとうございます。：竹下会員 

(ご意向)佐久間裕章会長、佐藤大輔副会長、坂本康朋

幹事、1 年間ありがとうございました。：斉藤会員、

尾身会員、井上会員、寺田雄司会員、勝間田会員、須

藤会員、田村会員、米衛会員、内海会員、村社会員、

柴田会員、本多会員、太田会員、杉浦会員、岩楯会員、

寺田千春会員、小松会員、山上会員、伊藤会員、虻川

会員、髙橋会員、佐久間栄一会員、田中会員、入澤会

員、今井会員、篠塚会員、渡辺会員、秋田会員、金城

会員、榎本会員、小林誠会員、見浪会員、須田会員、

小田桐会員、山田晃久会員、大澤会員、櫻田会員、高

吉会員、白幡会員 

 
 

■東京臨海ロータリークラブ名誉会員の承認式 

・ご挨拶：栗山義広様・飯塚憲貴様・西野充英様 

 （栗山様） 

皆さんこんばんは。ただいま名誉会員を承認いただ

きましてありがとうございます。今後とも仲良くや

っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。 

 

【46 件 121,000 円 今年度累計 1,705,256

円】 
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 （飯塚様） 

 皆さんこんばんは。佐久間会長はじめ皆様に 1 年間

お世話になりましてありがとうございました。東京

臨海 RC の立ち上げにホイホイついていって良かっ

たなと思っております。私の会長もあと 5 時間位で

終わってしまうのですが、このような名誉会員と言

う名誉な会員をいただきまして本当に嬉しく思って

おります。ぜひ今後とも皆さんよろしくお願いいた

します。今日はありがとうございました。 

 
 （西野様） 

 皆様こんばんは。私も尻尾はついていないですが、

フリフリしながらどっちが得かなと考えながら、言

われたから行ったのではなく「栗山の兄貴」につい

ていこうと思って行った次第でございます。私が今

回名誉会員という栄誉ある会員にならせていただい

たと言うことで何かミッションは無いのかなと考え

ましたが、やはりクラブが別ということもあります

が 3R の横のつながりを私が架け橋となっていく事

が私の使命ではないかなというふうに考えておりま

す。今後ともよろしくお願いいたします。ありがと

うございました。 

 
■乾杯挨拶：佐藤正樹直前会長 

 先ず以て正面にいらっしゃいます、当クラブ出身の

東京臨海西 RC 栗山パスト会長、そして飯塚現会長、

そして西野次年度会長、本当に名誉会員おめでとう

ございます。本当に三方のやられた新クラブの設立

というのは私自身も傍で拝見しておりましたが本当

に多くのご苦労があったと思います。心より敬意を

表したいと思います。また、現年度佐久間会長を始

めとする三役の皆様本当にお疲れ様でした。本当に

ありがとうございました。我々は感謝しかありませ

ん。功績としてなんと我々のクラブは 80名クラブに

本日付でなっております。またパスト会長でありま

す須藤パスト会長は、議長として就任して頂きまし

た東京臨海北斗 RSC も本年度創立することができま

した。本当に改めて敬意を表したいと思います。こ

のようなコロナ禍の中でこうやって皆様と最終例会

を一緒に、時間を共有させていただけている事を本

当に幸せと思っております。また、明日から新しい

年度が始まりますけども佐藤大輔次年度会長、そし

て西野次年度会長を始めとする我々臨海３クラブの

更なる発展、そして会員の社業の発展、欲張りまし

て我々の健康そして御多幸を心より祈念申し上げま

して乾杯させていただきたいと思います。皆様ご唱

和願います「乾杯！」 

 
■議長・三役退任挨拶 

・東京臨海北斗 RSC須藤宗之助議長 

 皆さん大変お世話になりました。三役の皆様、勝間

田幹事様本当にありがとうございました。議長を仰

せつかったときに、とんでもないと何ができるのか

と言うことで迷いもありましたけれども、斉藤パス

ト会長、鈴木会員にやれと言われて、できないと言

ったんですが、やらせていただき本当にありがとう

ございました。人生の中で何が良いのか何が悪いの

か、いろいろ迷う時、自分の目の前にある目標に向

かって生きていけることが 1 番幸せだと私は思って

おります。佐久間会長が有言実行、まさかこんなに

会員の方が増えるとは思わなかったです。でも本当

に人生の中で佐久間会長とお会いして教えられるこ

とがいっぱいあります。自分以外の人は全部先生だ

といろんな人に教えられて、また今日も生きられる

という、その幸せを噛み締めております。これから

も、いろんなことがあると思いますけども皆様と足

並み揃えていくらかでも行ければと思っております。

皆様に支えられて今日の日を迎えられることができ

ました。ありがとうございます。私も毎日を夢見て

行けるようにと自分にずっと言い聞かせて生きてお

ります。本当に皆さんとお会いして、本当に良い仲

間と知り合って本当に良かったと思います。私はこ

れから何年生きるか分かりません、93 歳ですから、

もうすぐお迎えが来るのじゃないかなと思いますが、

生ある限り夢持って生きていきたいと思っておりま

す。佐久間会長の有言実行、残された人生を有言実

行したいと思いますが、いかんせん足も弱くなって
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きました。皆様におすがりして、これからの日を過

ごして行ければと思っております。皆さんと一緒に

夢を語り合いながら行きたいと思います。若さって

すごく良いです。若いっていうのはいつも言います

けども、苦しみ悲しみを喜びに変えられるのは若さ

なのです。そして自分の運命だと思って素直に受け

入れられるのです。こんなに素晴らしいクラブにな

るとは思いませんでした。衛星クラブを 20名で発足

しましたけれども 23名と、こんなに増えるのですね、

本当にすごいですよ、このパワーというのが他のク

ラブにはない素晴らしいものだと思います。このパ

ワーを持続して、皆様の「臨海がここにあり」と言う

ような生き様をしていただければ、ありがたいと思

います。長い間本当にありがとうございました。お

世話になりました。 

 
・東京臨海 RC佐藤大輔副会長 

 改めまして皆様こんばんは。先ず以て皆様本当にこ

の 1 年間ご協力ありがとうございました。お陰様を

もちまして、五体満足でこの日を迎えることができ

ました。私、副会長という立場でこの 1 年間やらせ

ていただきましたが、副会長というのは会長、幹事

のサポートをするのが役割、プラスこのクラブの場

合は次年度の会長が副会長として 1 年間会長の 1 番

近い所で会長職というものをしっかり見て勉強しろ

と、そういう意味もございまして、そういった形で

私も 1 年間、佐久間会長、坂本幹事この 2 人を見さ

せていただいて本当に勉強になりました。ご存知の

通り佐久間会長、坂本幹事、会長幹事を就任するに

あたり急遽決まったわけですが、最初は本当にお二

人ともロータリー歴は決して長くは無い、決して出

席率もさほど良くない中で会長、幹事ということで

最初私に連絡があり副会長をやってくれないかとい

うことで、もともと次年度の会長が決まっていた流

れで最初は一年間前倒しで会長をやってくれないか

と言う事でしたが本当に「ごめんなさい」と断った

経緯があるものですから、それがあってこのお二人

が会長、幹事に決まったものですから NOと言う選択

肢は無い、微力ながらということでやらせてもらい

ました。この 2 人は本当にすごい会長、幹事だった

と思います。私は RCに入り 11年経つんですけども、

これまで見てきた会長、幹事でこれほど RCに、この

臨海に情熱を持ってやってきた人たちの中で、この

2人は本当に 1番だと思います。毎日毎日、朝 7時に

なると LINEが鳴り出し、それからほぼ 1日いろいろ

やりとりしたり電話したり、カミさんとか社員と接

するよりも 1 番この 2 人と接することが長い 1 年間

でした。最初は色々とどうしたらいいのですかと、

正直私もよくわからないこともあって、わかった様

なふりをしていましたが途中からどんどん 2人が RC

のことをわかって、持ち前の力を発揮されました。

本当におかげさまで本当に勉強をさせていただきま

した。会長職とはこういうことをやらなければなら

ないのだ、ここまでやらなければいけないんだ。若

さとかいうのもあって、エネルギッシュで情熱的で

1年間、本当に言葉通りロータリーのためだけに生き

てきたと言う感が、2 人を見ていまして私も 1 年間

勉強になり、来週、いや約 5 時間後から佐久間会長

を見習って一生懸命頑張らなければと言うふうに思

います。5時間後から佐久間会長と同じようなことが

できるかというと自信はあまりありませんけども、

私も佐久間会長に負けない位情熱だけはしっかり掲

げていきたいなと思いますので、皆様のご協力なく

してはできないと言うふうに思っておりますので、

同様に引き続き次年度もご協力よろしくお願いいた

したいと思います。本当に今年 1 年間どうもありが

とうございました。 

・東京臨海 RC坂本康朋幹事 

 改めまして本年度 1 年間皆様のご協力本当にありが

とうございました。本日ここで少しお話しさせてい

ただく中で本年度スタートする時の人数と今お集ま

りいただいた人数が本当に倍違う状況です。今期は

スタートする前、佐久間会長と本当にいろいろ話を

させていただいた中でスタートさせていただきまし

た。皆様のご協力をいただきながら、また、ご指導い

ただきながらここに立たせていただいておりますこ

とに関して本当に感謝いたします。本当にありがと

うございます。1年間皆様のご意見を頂戴しながら、

また新しい方々にたくさん入会していただき、また

衛星クラブを発足させていただきまして、私もこの

1 年間、本当に仕事同様忙しい 1 年間だったなと感

じております。事務局の佐藤さん 1 年間本当にあり

がとうございました。本当になかなかうまくいかな

いことがたくさんあったのも事実ですし、30代の会

長、幹事としてスタートさせていただいたもので、

先輩方に目配り気配りができたのかなと思うと、な

かなかまだできてなかったことも多かったと感じて

おりますし、皆様との交流はなかなか深められなか

ったというところが心残りではあります。また、お

話しする機会もこれだけの人数になりましたので、

それぞれの方とお話をする機会も、まだまだ持てて

ない状況でございますけれども、来期もありますし、

お一人ずつ皆さんとお話しさせていただいて佐藤大

輔会長とともに進んでいければなと考えております。

ロータリーの目的を佐藤福会長が毎回お伝えしてい

るのですけどもその中で第 1 項に知り合いを広める

事によってとあります、この目的が、このように大

きなクラブになったことがまずは目的に沿った形に

なったのかなと、今実感しております。ほとんどの

方々、私は知らない方が当然ながらいらしゃって、

話す機会もあまりなかったですが、このように知り

合うことでいろんな事業の事だったり人生観だった

り語れる話せる場が RC で作れたということに関し

本当に入会させていただいたこともそうですし、こ
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の場に立たせていただいたこともそうですし、皆さ

んとお会いできた事に関して感謝させていただいて

おります。また微力ながらロータリー運営に関して

私もできる限りの力を最大限にさせていただきたい

と思います。振り返れば佐久間会長が会長になる時、

私のほうに幹事はどうだと連絡をいただきました。

私は快く承諾させていただいて、私達にしかできな

い運営という部分があるのかなと感じていたので佐

久間会長と 2 人 3 脚で 1 年間戦い抜いて最後に有終

の美を飾りたいなと思いスタートさせていただきま

した。結果として数字上メンバーが増えたというの

は事実、皆様の力と佐久間会長の力があってこのク

ラブになったのは事実です。私は後からお支えする

というか縁の下の力持ちというかそういう部分を意

識しながら今年 1 年間やらせていただきました。表

には基本的には立たないように皆様にご協力いただ

きながら、また皆様にご理解いただきながら戦い抜

いてきたかなと感じております。私は 1 年間のクラ

ブ運命に関して本当に無知でした。最初の 1 ヶ月 2

ヶ月過ごさせていただいてこういう感じなのだなと、

と言うことが体に少し入ってきたので、皆様の協力

をいただきながら 1 年間過ごさせていただきました。

私の中で感じた事は、1 人で臨海 RC、北斗衛星クラ

ブを運営する事は正直できない、事務局の佐藤さん

からも力をいただきながら、また会員 1 人ずつのお

力を貸していただきながら今年 1 年間運営させてい

ただきました。小松会員にもすごくお世話になりま

したし、尾身会員にも力になっていただきました。

他の会員の方からも、お力になっていただき RCとは

なんぞやと言うところも発信していただいた 1 年間

だったのかなと感じております。会社運命とロータ

リー運命は正直似ているのかなと感じております。

私の会社はドライバーと言う職業の方がたくさんい

るのですが、そこには組織として班長と言う制度も

ありますし、管理職もいますし役員もいます。その

中で組織運営と言うのを今年 1 年間教えていただい

たと感じております。佐久間会長が、方向性、目的を

伝えて、それを私が噛み砕いて皆様にお伝えして、

良いスパイラルにて今期 1 年間やれてきたので、来

期はその良いスパイラルを継続しながら、活性化を

図り、会社運営もクラブ運営もできるのじゃないの

かなと思います。今年 1 年間本当に皆様のご協力ご

理解をいただきながら戦い抜いた 1 年間だったので

本日は、この御時世の中で、こういう最終例会にな

ってしまいましたけども、感謝の気持ちと、また来

期に向けて活性化できるようにクラブ運営をさせて

いただければと思いますので、ぜひ来期も佐藤大輔

会長とともに一緒になってやってきたいと思います。

1年間ありがとうございました。 

 

・東京臨海 RC佐久間裕章会長 

 改めましてこんばんは。忘れもしない一昨年 9月 11

日、時間は 13 時過ぎイースト 21 と言うホテルで移

動例会があり、その最上階で例会が終わった後、タ

バコを吸いに行ってエレベーターを降りるボタンを

押した際に、ある方から次年度会長をやれと、降っ

てわいた出来事だったのかなと今思い返せば、そう

思います。自分は RCが正直どうでもいいとあう言い

方はアレなのですけど、社業あっての RC、当時、私

の会社は増収増益でもなく繰越欠損金もある中で、

できる自信が全然ございませんでした。ですが先輩

諸兄の皆様からお前ならできると根拠もないエール

をいただき何とか今日を迎えることができました。

正直、坂本幹事を私の方から指名させていただいた

時にあいつで大丈夫かと、あいつじゃできないのじ

ゃないかと色々とヤジもいただきました。ですが当

時 35 歳の私にとっては年齢が近い人間じゃないと

扱い切れない、皆様もご存知の通りこの臨海 RCは怖

い人たちがいっぱいます。文句も言えないですし胃

潰瘍になることもありました。ですが大輔副会長と

坂本幹事に、一年間支えていただきました。正直、ク

ラブ内でやりたいと言う事は当初なくて僕達ででき

るって言う事はなんだろうと幹事と相談したときに、

「増強」しかないのじゃないかなとそういう話をい

ただきました。そこからの私たちはいろんな会に顔

を出し、会員を獲得するために半年位行脚したこと

を覚えております。最初は 41名からスタートし当初

の目標 50名、それが 1ヵ月後位で大体目処がついて

50 名を達成するやいなや 60 名と言われて、そんな

担保もないのに 60 名いけるのかという中で衛星ク

ラブ発足、その衛星クラブ発足も本当に軽い感じで

本来であれば膝をついて話をすることなのですが立

ち話程度で衛星作っちゃうかと、そのたびに坂本幹

事とどうすると、そんな中でこんなに大勢の方に入

会していただいた事は本当に心より感謝申し上げま

す。70名になれば 80名とまた言われるだろうなと、

案の定言われまして最終的には昨対 200%、業績では

無いです。今でも覚えているのですが昨年度は東分

区 1 番増強したのは臨海西クラブさんでした。そし

て我が臨海は 2 番でした。今年度は 2580 地区 70 ク

ラブの中で１番増強したのは我東京臨海 RC です。2

番目が臨海西さんでございます。そしてこの 3R東京

臨海 RC、臨海西 RC、臨海東 RC、そして衛星クラブ

と、こちらの会員を合わせると今日現在で 138 名ご

ざいます。この 138名と言うのは 70クラブの中で 2

番目の大きさになります。この臨海 RC と言うのは、

まだまだ可能性がございますし会員が若いと言うの

もあります。ですが私も含めて経営者としてまだ成

熟してない方も当然いっぱいいらっしゃいます。本

来であればロータリアンと言うのは会社も成熟しき

って、やることもなくて暇つぶしでやっている方も

多いかもしれません。ですがこの東京臨海とは、ま

だまだ現役世代の皆様でございます。私から皆様に

1つだけお願いがございます。特に先輩諸兄の皆様に

おかれましては、この新入会の皆様を今後、立派な
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ロータリアン、立派な経営者に育てていく義務があ

ると思います。私はこの東京臨海 RCにいて年商 6000

万から始まって今はおかげさまでやっとちょっと贅

沢できるような生活にもなりました。それは、この

臨海 RC の皆様に育ててもらったからだと心より思

っております。今期入られた皆様、東京臨海 RCに入

ってこんなに生活変わったよとか、これだけ幸せを

感じることができましたと言われるようなクラブを

作っていきたいなと思っております。次年度佐藤大

輔会長には、実ある成熟する年と言うふうに掲げて

おりますのでぜひ先輩諸兄の皆様におかれましては

新入会員の教育とそして RC の教育をやっていただ

ければ幸でございます。本当に最後になりますが 1

年間本当にありがとうございました。 

 
■点鐘：東京臨海 RC佐久間裕章会長 

    東京臨海北斗 RSC須藤宗之助議長 

（佐久間会長） 

長時間にわたり最終例会にご参加いただきましてあり

がとうございます。これが点けなくなると言うのはちょっ

と寂しい気持ちもありますが、最後の点鐘をさせていた

だきたいと思います。 

 （須藤議長） 

最終例会ですが、会長さんが感涙に咽というのは私の

記憶では斎藤パスト会長と佐久間会長さんです。やっ

ぱりそれだけ RC に対して思い入れがあったのです。本

当に思い入れが有ればこそ、こういう風になるのです。

さっきから斉藤さんと言っていたんですが、佐久間会長

は感涙に咽んじゃないかと、本当にそうなりました。すご

いです、これはやっぱり宝です。人生は思い出の積み

重ねでと言われます。本当に 1 日 1 日が自分の記憶の

中にあり、そして今日の最終例会が皆さんと、こういう場

面があったと思い出の 1 コマになるのではないかなと思

います。 

 
 

 

就任のご挨拶 
 

東京臨海ロータリークラブ会長 佐藤大輔 

 

 

 

 

 

今年度第２８期は「ロータリアンとしての成熟」と

いうテーマで取り組んでまいります。皆様ご承知の通

り前年度は、衛星クラブの立ち上げも含め飛躍的に会

員が増えました。大変喜ばしいと同時に、これだけの

沢山の人たちにロータリー活動を楽しんでもらう、そ

の舵取りを任された今年度は大変なプレッシャーでご

ざいます。 

ロータリーを知ること無くしてロータリーを楽しむ

ことはできません。皆様それぞれの立場でロータリー

に深く関わり、楽しんでください。自事業活性化委員

会、カウンセラー会議、例会前後の交流タイム等、これ

まで以上にコミュニケーションを重要視した１年にし

たいと思います。 

コロナも間もなく終息します。次年度２９期は３０

周年に向けた準備の大切な年度となります。三密から

親密へ。皆様一人ひとりの充実とクラブの活性化、私

の自事業は後回しにし、クラブの為に精一杯頑張りま

すのでどうぞご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

東京臨海ロータリークラブ副会長 杉浦孝浩 

 
今年度副会長を仰せつかりました杉浦孝浩です。１年

間宜しくお願い致します。 

会長のターゲット「ロータリアンとしての成熟」を遂

行できるように会長幹事の補佐をしながら次年度会長

をしっかり務められるよう沢山の学びを得たいと思っ

ています。 

私のモットーは「楽しむ」ことです。クラブの仲間が楽

しめるよう、また自分自身が楽しめるような元気なク

ラブ運営に注力していきたいと考えております。 

皆様を大いに巻き込みながらクラブ運営していきます

ので、どうか宜しくお願い致します。 

 

東京臨海ロータリークラブ幹事 勝間田健一 

 
皆様、こんにちは、今年度幹事を拝命いたしました勝

間田でございます。 

佐藤大輔会長年度、1年間、宜しくお願い致します。 
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私は本クラブに入会して早５年目となりました。振り

返りますと、１年目、右も左も何も分からない中、プロ

ジェクター担当を務めさせていただきました。２年目、

引き続き、プロジェクター担当させていただき、３年

目、例会の出席が必須な週報担当させていただきまし

た。４年目、SAA委員長に就任し、奮闘している中、衛

星クラブ立ち上げに伴い、ご拝命頂いた東京臨海北斗

ロータリー衛星クラブの初代幹事を経験させて頂きま

した。あっと言う間に過ぎた 4年間でした。 

クラブへの気持ちが強くなり始めましたのは、大役も

しくは、社業を優先したいと思う中、例会への出席が

必須な役割を持たせて頂いたときからだと、今では思

えます。何故なら、優先順位の付け方や、時間の使い方

も自然と上手になり、自事業も活性化できたからです。 

 

大変だと思う役割を与えられた時こそ、自分が成長で

きるチャンスだと、勝手ながら思っていますので、 

皆様も大変だと思う事があると思いますが、人の役に

立つことが自分の為にもなるのだと、更に確信して頂

き、各々の役割を果たしていだけますと幸いです。 

皆様と共に成長し、成熟していきたいと考えています

ので、諸先輩方を筆頭に皆様のご意見・アドバイス・ご

協力をいただけますよう、何卒、宜しくお願い申し上

げます。 

改めまして、佐藤大輔会長年度、１年間、ターゲットを

達成できるよう、ご協力の程、宜しくお願い致します。

お時間頂き、誠に有難う御座いました。 

 

東京臨海北斗ロータリー衛星クラブ議長 坂本康朋 

 

 

 

 

 

 

今期で 2 期目となった東京臨海北斗ロータリー衛星ク

ラブ。 

ロータリークラブの活動自体をご存知ない方々が多く

在籍している中で、会員がよりロータリークラブを知

って貰う為にも、クラブライフを先ずは楽しんで頂き

たくこの様なターゲットとさせて頂きました。 

親睦活動を多く行う事で友情が深まり、よりクラブラ

イフを楽しんで頂く事が可能になると考えております。 

ロータリークラブの原点であります 4 つのテストを体

感して頂き、ロータリークラブの本質理解をして頂く

機会とし、今後の奉仕活動を活性化していきたいと考

えております。 

また、東京臨海北斗ロータリー衛星クラブはオンライ

ン例会を中心としたクラブである為に、例会のみでク

ラブライフを楽しんで貰える事が厳しい環境です。 

そのため、例会以外での活動を多く取り入れる事で、

会員同士を知って頂き親睦を深める機会を設け、今後

当クラブが発展、成長に繋げて行けるような礎にして

いきますので、宜しくお願い致します。 

そのためには、定期的な親睦会を開催し積極的な参加

を促していきたいと考えております。 

衛生クラブメンバーのみではなくカウンセラーの方々

にも都度参加して頂き、ロータリークラブメンバーと

多く交流をして頂く事を計画しています。 

また、当クラブの中心行事である奉仕活動にも積極的

な参加を促しロータリークラブの目的や本質を理解し

楽しんで貰える運営と企画を計画しています。 

より多くの親睦会や奉仕活動に積極的な参加をして頂

く事でロータリークラブ 

を理解して頂き、その後臨海クラブへ輩出や新会員の

増強に繋がる環境作りを行う計画をしていますので、

今期も引き続き宜しくお願い致します。 

 

 
 

 

臨時総会報告 
 

日 時 2021年 6月 30日（水）17：45～17：50 

場 所 東武ホテルレバント東京 4階「錦の間」 

出席者 会員 57名中 48名出席 

議 案  

1.東京臨海 RC細則追加の件 

「第 12条 名誉会員 

本クラブは、本クラブ定款第 8条第 7節により、

本クラブの拡大事業の為退会し、新クラブの立ち

上げに貢献した会員を、本クラブの名誉会員とし

て理事会の決定により選ぶことができる。 

ただし、その名誉会員が新クラブを退会した際に

はその身分を消滅させる事もある。」 

 

上記 1議案は、原案通り満場一致にて承認された。 

 


