
 
 

 

 

２０２１年７月１４日 
東京臨海 RC     【第 1２０７回例会】 

東京臨海北斗 RSC 【第 1６回例会】 

「 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 

 

 
 

 

「 クラブ奉仕部門フォーラム」 

総合担当： 

クラブ奉仕委員長 杉浦孝浩様 

 

 

７月１４日の卓話 ７月２８日の卓話 

 ≪2021 年 7 月 7 日 2021-2022 年度初例会報告≫ 

 東京臨海 RC 第 1206 回  

 東京臨海北斗 RSC 第 15 回  

司会：井上 SAA委員長 

■新旧三役引継式 

◇東京臨海ロータリークラブ 

会長引継：バッチ・認証状・木槌・印鑑 引き渡し   

 
副会長引継：バッチ 引き渡し 

 
幹事引継：バッチ・財産目録・幹事手引き・印鑑引渡し 

 

佐久間裕章直前会長・坂本康朋直前幹事へ記念品贈呈 

 ：パスト会長バッチ・パスト幹事バッチを贈呈 

 
◇東京臨海北斗ロータリー衛星クラブ 

須藤宗之助直前議長へ記念品（箸）を贈呈 

 
■点鐘：東京臨海 RC佐藤大輔会長 
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（佐藤会長） 

皆さんこんにちは。 

初めての点鐘となります。 

力加減がわかりませんので、気を付けてください。 

初例会を開催させていただきます。 

1206回例会をはじめさせていただきます。 

東京臨海北斗 RSC坂本康朋議長 

（坂本議長） 

皆さんこんにちは。 

わたしも初めての点鐘となります。 

多少緊張しておりますが、ほっとしている部分もあり

ます。今日も一日衛星クラブの皆様楽しんでいただけ

ればと思います。 

第 15回例会を開催させていただきます。 

■国歌斉唱「君が代」 

：ソングリーダー：今井副委員長 

■ロータリーソング「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 

：杉浦副会長 

 
 

■来賓紹介：佐藤大輔会長 

 
東京江戸川ロータリークラブ   

会 長 稲山雄一様 

副会長 岩楯信一様 

幹事  森 清正様 

 東京臨海東ロータリークラブ   

会 長 今西  勇様 

幹 事 森山育子様 

 東京臨海西ロータリークラブ   

会 長 西野充英様 

副会長 大星太郎様 

幹 事 三橋 晶様 

 

■ビジター紹介：寺田雄司会員 

 
吉成大樹様（虻川会員ゲスト） 

 

 

 

■乾杯挨拶：佐久間裕章直前会長 

 
皆様こんにちは。今年度乾杯係を仰せつかりました。 

親クラブの三役の皆様、初例会にお越し頂きありがと

うございます。今年度は佐藤大輔会長のもと昨年入ら

れた 39名と成熟していく 1年となります。 

親クラブの皆様にはご指導いただければと思います。

子クラブの皆様には楽しく、1年やっていきたいと思い

ます。それでは親クラブ、子クラブのさらなる発展を

祈念しまして乾杯とさせて頂きます。 

■会長報告：佐藤大輔会長 

 
・今年度東京臨海ＲＣの理事・役員をご紹介します。 

役員  

会長 佐藤大輔会員／副会長・会長エレクト 杉浦会

員／幹事 勝間田会員／会計 内海会員／会場監督・

副幹事 井上会員／直前会長 佐久間裕章会員 

理事  

クラブ奉仕委員長 杉浦会員／職業奉仕委員長 白井

会員／社会奉仕委員長 大西会員／国際奉仕委員長 

柴田会員／青少年奉仕委員長 本多会員／会計監査 

酒井会員／親睦委員長 篠塚会員／親睦副委員長 尾

身会員／社会奉仕副委員長 村社会員／青少年奉仕副

委員長 佐藤正樹会員／Ｒ情報（クラブ研修リーダー

兼務）髙橋会員／衛星クラブ議長 坂本会員 

この 17名で理事となります。 

本年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

 
 

・国際ロータリー第 2580地区 2021-2022年度 

 地区委員紹介・委嘱状贈呈 

◇地区副幹事/地区コロナ対策委員会委員長：杉浦孝

浩会員 

 ◇地区クラブ運営支援委員会委員長：田村浩康会員 

 ◇地区日台親善委員会委員長：斉藤実会員 
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 ◇地区国際大会参加推進委員会委員長/地区日台親

善委員会委員：酒井教吉会員 

 ◇地区会員増強委員会委員：坂本康朋会員 

 ◇地区拡大委員会委員：佐藤正樹会員 

 ◇地区 RLI委員会委員：髙橋映治会員 

 ◇地区バギオ基金委員会委員：柴田剛会員 

 ◇地区国際大会参加推進委員会委員：白幡隆広会員 

 ◇地区ロータリーデー推進委員会委員：尾身治彦会員 

 ◇地区補助金委員会委員：佐久間裕章会員 

 
■幹事報告：勝間田幹事 

 
・当クラブの会員名簿をメールボックスに配布しまし

た。また、東京江戸川ＲＣ様より会員名簿を頂きま

したので、会員皆様のメールボックスにお入れしま

した。 

・ロータリーの友７月号をメールボックスに配布しま

したので、会員皆様持ち帰ってお読みください。 

・ガバナー月信 7 月号を 7 月 1 日に会員皆様宛メール

送信いたしました。 

・第 2580地区主催「入会 3年未満の方々へ向けてのワ

ークショップ」が、7月 8日（木）16：00～18：00に

ZOOMにて開催されます。 

・定例理事役員会を本日例会後 14：00より、3階「藤・

菊の間」にて開催致します。 

・2021年 7月静岡県熱海豪雨災害支援金の協力をお願

い致します。募金箱を回しますのでよろしくお願い

致します。集まった支援金は、第 2580地区経由で 

 第 2620 地区（静岡県・山梨県）へ送金いたします。 

■出席状況報告：原委員 

 

東京臨海 RC 

 会員数：57名 

出 席：41名 

欠 席：16名 

 出席率 75.93％ 

東京臨海北斗 RSC 

 会員数：23名  

出席：15名（例会場：15名 ZOOM：0名） 

欠席： 8名  

出席率 65.22％ 

 

■ニコニコ BOX報告：伊佐委員 

 
(ご意向)一年間どうぞよろしくお願い申し上げます。： 

稲山雄一会長・岩楯信一副会長・森清正幹事（東京江

戸川ＲＣ） 

(ご意向)臨海ＲＣの皆様、本日は初例会おめでとう 

ございます。今後共宜しくお願い致します。： 

今西勇会長・播磨義人副会長・森山育子幹事（東京臨 

海東ＲＣ） 

(ご意向)佐藤会長、本日は初例会おめでとうございま

す。同期会長同士、臨海 3 軍団盛り上げていきまし

ょう。：西野充英会長・大星太郎副会長・三橋晶幹事 

(ご意向)本日、初例会よろしくお願いします。一年間

楽しんでいきましょう。：佐藤大輔会長、杉浦副会長、

勝間田幹事 

(ご意向)佐藤大輔会長、杉浦副会長、勝間田幹事、初例

会おめでとうございます。佐藤会長、自分のビジョ

ンを持って頑張ってください。：斉藤会員 

(ご意向)初例会おめでとうございます。佐藤大輔会長、

杉浦副会長、勝間田幹事、1年間よろしくお願いしま

す。：須藤会員、白幡会員、寺田雄司会員、渡辺会員、

福田会員、内海会員、佐久間裕章会員、今井会員、米

衛会員、伊藤会員、井上会員、村社会員、寺田千春会

員、入澤会員、原会員、樋口会員、竹下会員、菅原会

員、見浪会員、髙橋会員、田村会員、坂本康朋会員、

柴田会員、山上会員、櫻田会員、小林誠会員、田中会

員、本多会員、秋田会員、岩楯会員、大貫会員、尾身

会員、酒井会員、山田晃久会員、大西会員、小松会員、

太田会員、虻川会員、地引会員、伊佐会員 

(ご意向)小岩店出店しました。皆様、たくさんのお祝

いやお花を頂き誠にありがとうございます。：杉浦会

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。 

 
 

 

 

【46 件 160,000 円 今年度累計 160,000 円】 
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■来賓祝辞 

・東京江戸川ＲＣ会長 稲山雄一様 

 
東京臨海ＲＣの皆様、本日は初例会おめでとうござい 

ます。今年度、江戸川ＲＣの会長を拝命しました稲山 

と申します。本日は岩楯副会長、森幹事と 3名で参り 

ました。このクラブは本当に素晴らしいと感じさせて 

いただきました。こんなに格式高くやられていて感動 

しました。臨海ＲＣさんから学ばなければいけないと 

本当に思いました。遠慮なく、ご指導、ご鞭撻いただ 

きたいとおもっております。本年度、佐藤大輔会長な 

らびに、杉浦副会長、勝間田幹事皆様がどのように活 

動されるのか、本当に期待しております。どうぞ 1年 

間よろしくお願いします。簡単ではございますが、私 

からのご挨拶とさせて頂きます。 

本日は本当におめでとうございます！ 

 

・東京臨海東ＲＣ会長 今西 勇様 

 
本日は東京臨海ＲＣのみなさま、初例会おめでとう 

ございます。先日は、当臨海東ＲＣの初例会へ佐藤会 

長、杉浦副会長、勝間田幹事、斉藤パストガバナー補佐 

ご参加いただきありがとうございました。佐藤大輔 

会長より心のこもったご挨拶を頂きました。今後は 

臨海軍団で 2580地区私は非常にラッキーだと気付き 

ました。私も臨海軍団の一つですよね。見本になる 

親クラブが近くにあるということで吸収していきます。 

今後は臨海さんを手本に今年は 10名ほど増やしてい 

きたいとおもいます。本日はおめでとうございます。 

 

・東京臨海西ＲＣ会長 西野充英様 

 
まずご挨拶の前に、東京臨海ＲＣの名誉会員の認証を 

頂きありがとうございます。 

本日は名誉会員の立場でなく、臨海西ＲＣの会長とし 

て、お祝いを申し上げさせていただきます。副会長 

、幹事と心を一つに来させていただきました。佐藤大 

輔会長とは、同期会長をさせていただくことにご縁を 

感じております。なによりすごい共通点として前年の 

会長が大変増強され、新メンバーが多いという共通点 

があります。この新たなメンバーをどのようにロータ 

リーの活動に参加していっていただけるのかが重要だ 

と思っております。盛り上げていくのかが大切かと思 

います。今後も３Ｒで盛り上げていければと思います。 

今後もご指導のほどよろしくお願いいたします。本日 

はおめでとうございます。 

 

■新三役へ贈る言葉 須藤宗之助元会長 

 
佐藤会長、杉浦副会長、勝間田幹事、衛星クラブ坂本議 

長、小松副議長 就任おめでとうございます。いよい 

よ臨海佐藤丸が船出されました。若く、前途ようよう 

となる銅鑼が鳴り響いています。リーダーはすべて方 

向を示し、理想と夢を語ることが出来なければできま 

せん。苦難に勝る教師なしといわれていますが、我々 

メンバーを導き、また対外なるその情熱、熱意、執念で 

リーダーシップを発揮して頂ければと思います。 

私は佐藤栄作さんの奥さんと親しくさせて頂きました。 

栄作さんは生涯、えいちゃんと呼ばれたいと言ってお 

りました。人間とは家族に英雄無し。おもてにいけば 

虚勢張ってしまいます。いくらえいちゃんと呼ばれた 

くても、生涯呼ばれませんでした。 

ところがうちの会長の佐藤大輔さんはみんなから大ち 

ゃんと呼ばれる。本当に素敵ですよ。この幸せ。新会長 

の奥さん。本当はどこにいったら一番いい嫁さんが見 

つかるかと探し、その中から今の奥さんを獲得した。 

先をよんでいる。こんな人はいない。 

この大ちゃん本当にすごい。私も感服している。 

これからもいろいろなことがあると思いますが、この 

先を見る目でこのクラブを引っ張ってくれればと思い 

ます。 

これから臨海も安泰です。気配りの人、そしてまた花 

が咲き、またこの臨海が日本の中でも成長していくこ 

とを祈っています。 

新役員さんを見てもこれは安心だと感じました。 

他のクラブからすごいクラブと思われるように頑張っ 

ていただければと思います。 

私もあと何年か頑張っていきたいと思います。 

日本ではどんなに生きても 111歳 それ以上はない。 

あと 1年、2年じゃないかとは思っています。 

須藤はこんなやつかと生き様を見せていきたいと思 

います。 

本日は新役員さん本当におめでとうございます。 

 

■三役就任挨拶 

東京臨海 RC  

会 長：佐藤大輔会長 
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改めまして、親クラブである江戸川ＲＣ会長はじめ三

役の皆様、臨海東ＲＣ会長はじめ三役の皆様 臨海西

ＲＣ会長並びに三役のみなさま、心のこもったご祝辞

を頂きありがとうございます。 

また須藤先輩からの結婚のなれそめも話していただき、

汗が拭きだしてきました。 

今年度会長をわたくしが仰せつかり、昨年度の佐久間

会長年度の会員増強を引き継ぐことが私のやるべきこ

とかと思います。今年度の方針として「ロータリアン

としての成熟」を掲げましたが、コロナの影響でなか

なかできないことも多かったが、今年度は引き継ぐ形

で可能な限り、皆さんとお会いし親睦を深めていきた

いと思っております。 

成長でもなく、熟成でもなく成熟の言葉にしたのは、

見た目が大きくなるだけではなく MAX までいくという

ことで成熟にしました。 

新しく入った会員さんはとにかく例会に参加し、自事

業のこと、ロータリーを深めてください。 

地区委員の方には委嘱状を 11 名の方にお渡ししまし

たが、地区の活動を通じて成熟していっていただけれ

ばと思います。 

ベテランの皆様には活動を通して若手の人達を教えて

いただき、人づくりの面での活動をご指導ください。 

今年度より前後 30 分に親睦を深める時間を用意して

おります。本日も用意してありますので、どうぞいろ

いろと親睦を深めてください。 

ロータリーの基本となる、しっかりと事業で足元を固

めて頂き、カウンセラー会議を通じて若手とベテラン

が親睦を深められる場を用意したいと思いますので、

どうかこの 1 年間コロナを払拭するよう、楽しく会え

る時はしっかりと親睦を深め、わたくし含め三役一同、

粉骨の意識でやっていきたいと思います。 

本年度 1年間よろしくお願いします。 

 

副会長：杉浦孝浩副会長 

 
副会長を仰せつかりました杉浦です。 

副会長になってしまいました。 

１年前までは幹事を務めさせていただきましたが、1年

ぶりに三役になりました。会長が掲げたものをしっか

りと達成できるように支えていきたいと思います。 

私は三役ですがしっかりと会長を支え、背中を見させ

ていただき成長させていただきたいと思います。 

また勉強したものを皆様に伝播できるように親睦委員

長と連携して、会員の皆様と密に関係を作っていきた

いと思います。皆様覚悟していてください。 

私のモットーは楽しんでやることです。 

このクラブはただでさえ楽しいのですが、皆様 1 年間

よろしくお願いいたします。 

 

幹 事：勝間田健一幹事 

 
本年度幹事を拝命した勝間田です。 

クラブにはいり、早 5年目となります。1年目はなにも

わからないままプロジェクター担当、2年目から理解し

てきたプロジェクター担当、3年目は杉浦会長から大丈

夫と言われた週報担当、4年目はやるよね？といわれや

った東京臨海北斗ＲＳＣの幹事。社業も忙しい中、き

ついと思ったがやるしかないだろうということで、優

先順位のつけ方がよくなり、自事業も活性したのかと

思います。 

成熟には成長が必須。成長とはできないことが、でき

ることだと思います。大変だなと思う役割を与えられ

た時こそチャンスと思いますので、各々役割を全うし

ていただければと思います。 

長々とお伝えしましたが、ぜひご協力ください。とい

うことです。皆様と共に成熟していきたいと思ってお

りますので、どうぞ諸先輩方もご協力よろしくお願い

します。 

改めて、佐藤会長年度ターゲットの達成のためにもよ

ろしくお願いします。 

 

東京臨海北斗 RSC 三役挨拶 

議 長：坂本康朋議長 

 
今年度議長を拝命しました坂本です。1年間よろしくお

願いします。 

まず今期、議長ターゲットとして「クラブライフを楽

しもう」と掲げました。須藤直前議長の高い目標を引

き継いで、私なりに考えさせていただきました。 

杉浦副会長から大丈夫大丈夫とありましたので、この

際はということで議長をさせて頂くこととなります。 

前期、衛星クラブを立ち上げた際に皆様のご協力を頂

き、20名にて発足し、現在 23名になりました。 

会員さんも 1 年目、2 年目はわからないことが多くあ

りますが、私も入会当初はまずは楽しむことが重要だ

ったと思います。 
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色々な方と親睦を深めることで、ロータリーを知って

いっていただければと思います。 

オンライン例会もスムーズにいくようになりました。 

コロナだから大変だとか、厳しいとは言え、マイナス

なことばかりではなかったのかと思います。 

まず自事業が活性化することが、大切だと思いますの

で前向きに頑張っていければと思います。 

この RC にはすごい方がいるので、しっかりと学んで、

自事業を活性化して、知人に話していただくことで更

なる増強が可能と思います。 

そして佐藤丸を盛り上げていければと思います。 

 

副議長：小松啓祐副議長 

 
本年度副議長を拝命しました小松です。 

まだまだ若輩者ですが、坂本議長のもと衛星クラブと

しては臨海ＲＣと比べると顔を合わせる機会も少ない

と思いますが、会員の皆様にはできるだけ多くの方の

参加を頂けるよう案内していきたいと思います。 

また杉浦副会長とも連携して、懇親を深めていきたい

と思います。 

また坂本議長の掲げる「クラブライフを楽しもう」を

達成できるようにしていきますのでよろしくお願いし

ます。 

 

幹 事：勝間田健一幹事 

 
当クラブは昨年 12月 18日に立ち上がりました。 

初代幹事にも就任させて頂きましたが、発足の達成感 

で満足してしまったと、大切な運営がおろそかになっ 

てしまったと反省があります。 

今回、坂本議長の掲げる「クラブライフを楽しもう」を 

達成できるように、情報の発信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。 

 

■点鐘：東京臨海 RC佐藤大輔会長 

    東京臨海北斗 RSC坂本康朋議長 

  

五大奉仕委員長就任挨拶 
 

 

クラブ奉仕委員長 杉浦孝浩 

 
今年度クラブ奉仕委員長を仰せつかりました杉浦孝浩

です。クラブ奉仕に励まさせて頂きます。歴代のクラ

ブ奉仕委員長が様々な施策を行ってきた事を参考に、

クラブの現状をしっかりと見極めてより良い運営が出

来るようアップデート出来る提案をしていきたいと考

えております。副会長という任務と共に元気なクラブ

運営に注力して参ります。宜しくお願い致します。 

 

職業奉仕委員長 白井正三郎 

 
佐藤会長年度において、職業奉仕委員長を拝命致し

ました白井です。ロータリーの目的にもある、「職業上

の高い倫理基準を保ち、社会に奉仕する機会を持つ」

ことの重要性を全員で認識でき、業種、業態、規模の大

きさを超えた会員相互のそれぞれの職業への理解、関

心が深まりながら、職業を活かした参加型の奉仕活動

がさらに活発になればと思います。 

 そのために、「互いの情報交換になる会員職場への視

察、訪問」、「職業奉仕をテーマにした経営勉強会や家

庭集会」、「各職業への関心を引き出せる職業奉仕フォ

ーラム」などに取り組んでいきたいと思います。 

 わたしも学んで参ります。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。 

 

 

社会奉仕委員長 大西洋平 

 
皆様こんにちは。当クラブでは、既に、毎年、「江戸川
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区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」「パラスポーツ」への関わりなど地域に

おける社会奉仕活動を実践し、コロナ渦で開催は未定

ですが、新たな企画も立案してます。本年度、佐藤大輔

会長のターゲットを会員一同ワンチームとなって推進

し、地域密着型の社会奉仕活動を更に実行・実現でき

れば幸いだと思っております。つきましては、会員の

皆様には、引き続きお力添えをいただきますよう、実

践に向けてのご協力を宜しくお願い申し上げます。 

 

国際奉仕委員長 柴田 剛 

 
佐藤大輔会長年度において国際奉仕委員長を拝命致し

ました柴田剛です。『国際理解、親善、平和の推進』に

取り組みとして、当クラブにおける本年度の主たる国

際奉仕活動は、バギオ訪問（フィリピン）と、国際大会

参加（アメリカ・ヒューストン）であります。また、国

際奉仕委員会４項目の『姉妹クラブ』、『バギオ基金』

『ロータリー財団』、『米山奨学』においても理解を深

め、助け合い更に活動を強化して参ります。自分、自ら

が先頭に立ちバギオ訪問、国際大会への参加、4項目へ

寄与し、１人でも多くの方が御参加・活動されるよう

斡旋を行います。大役を務め上げる事ができるか不安

では有りますが、先輩方・皆様の御助言を頂きながら

遂行できたらと思いますので何卒宜しくお願い致しま

す。 

 

青少年奉仕委員長 本多信雄 

 
青少年奉仕委員長という大役を頂きました、本多でご

ざいます。 

我がクラブの活動の柱は 

１，臨海ロータリークラブ旗争奪オレンジボール 

２，らいおんはーと子供食堂 

この 2 本の柱とわんぱく相撲にも協賛など、我がクラ

ブのオリジナルを新入会員に理解して頂きながら今年

度は進めていきたいと思います。 

その他、ライラやバギオの留学生などと交流をしてロ

ータリー活動を活発にしていきたいと思います。 

 

 
 

第 8 グループ家庭集会報告 
 

 
リーダー:井上晴貴会員 サブリーダー:榎本隆文会員 

参加者：斉藤実会員、金城健二会員、大貫翔吾会員、 

    沖政喬士会員、濵田信孝会員、須田隆志会員  

テーマ：四つのテストを根底としたロータリーとは･･･ 

 

四つのテスト、歌にした方が頭に入りやすい、覚えや 

すい 

ロータリーソング、1ヶ月で 1週目から 5週目まで歌 

が違う、手を繋いで歌う 

ロータリークラブは、利益とは直結するお金だけでは 

なく、その事前の姿勢や行為、行動が重要 

 

四つのテスト、会社に飾る人もいる 

ロータリーを意識して額縁に入れて飾っている 

 

会計の仕事をしていても、真実、嘘をついてはいけな 

いという中で中には違う場面もある 

そういった事も最終的には真実に繋げていく事が重要 

1番は今の状況、真実をしっかりと理解し、そこに向け 

てしっかりと行動する 

勝ち、負けではなく、お互いに良くなるようにする 

価値に対して対価を払うので、価値と価値の交換であ 

る 

 

行為と友情、クラブ報酬と色々あるが、営業をやって 

いると時には嘘もある 

その嘘でも、真実ではなくても、結果的に顧客の満足 

度を追求する事 

 

真実という事をもっと深掘りして考えていく事 

ロータリーとは日々意識して行動する事 

 

利益とは何か、お金だけではない 

人に世間に役に立つ事 

自分達だけではなく人に貢献する事 
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それを意識して日々行動する事 

 

四つのテスト、色々な捉え方、年々成長と共に感じ方 

が変わる 

そこは価値観の成長である 

 

 

第 12 グループ家庭集会報告 
 

 
リーダー:入澤昭彦会員 サブリーダー:櫻田誠一会員 

参加者：竹下信男会員、橋本郁会員、渡辺真吾会員、 

佐久間栄一会員 

テーマ：4つのテストについて 

 

竹下さん 

ロータリーは間もないのですが、異業種の中で客観的 

にみると自分優先ではなく、4つのテストの中にある公 

平な付き合いをされていると感じる。 

社会貢献もしかり、仕事としても繋がっている。 

余力のある中で集まって、自然に良い方向にいってい 

るのも４つのテストが重要なのではないかと感じます。 

 

橋本さん 

京葉グループに 24年間いる。10年ほど前に体を悪く 

し、ダンプの運転手から現在の仕事についている。 

今まではこの様な場にくる立場ではなかったと思って 

いるが、まずロータリーに来ることが大切という佐久 

間さんの言葉で非常に楽になった。 

自分なりに世界観を広げていきたいと思っている。 

 

櫻田さん 

今日はメンバーに恵まれ、いろいろと 4つのテストを 

実行したロータリーライフを勉強させて頂くことが出 

来ました。 

佐久間さんから長年にわたっての貴重な話を聞くこと 

が出来て本当に良かった。私はそんな家庭集会が大好 

きです。 

 

渡辺さん 

ロータリーについて、家庭集会に初めて参加させて頂 

きましたが、臨海ロータリーが出来た当初からいらっ 

しゃる佐久間さんのお話しをきかせて頂いた事は本当 

に良かった。新たな、自分の知らないロータリーが知 

れた。 

4つのテストについてですが、ロータリーに参加させて 

頂いて、異業種で会社を成長させてらっしゃる社長さ 

んと触れられることが楽しい。、 

感覚だったり、やってきたことだったり、会社を成長 

させるためにしてきた失敗など。 

まだまだ夢を追っていく中で、社長として持ってなけ 

ればならない資質や姿勢を学べる場がロータリーなん 

だと今日感じた。 

4つのテストを意識して、自分の中に根付かせたいと思 

いました。 

 

佐久間栄一さん 

年齢は 79歳になりました。こういう皆さんとお付き合 

いさせてもらう事によって、最後まで自分自身納得し 

た人生を送りたいと思っている。 

聞かれたら応える。自分からしゃべることはあまりな 

いが、こういった若いかたから勉強出来ることが有難 

い。 

ひとつのお願いは温かく迎えてほしい。ただ長くいる 

だけだが、いろいろな人のいろいろな意見を聞いてき 

たので、何かあったときは相談してもらえれば、わか 

る事はお教えしたいと思う。 

 

入澤さん 

4つのテストのテーマについて考えてみました。 

ロータリーの考えでは親睦と奉仕。 

奉仕を旨とするのがロータリー。 

奉仕については、世の為、人の為になること、お金を寄 

付することも大事、現場にいき手を動かすことも奉仕。 

利己ではなく、利他の考え方が必要になると思う。 

他の人がしてもらいたいことを率先することが奉仕と 

自分の考えがある。 

それを根底にして生活をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会変更のご連絡 

 
2021年 7月 21日（水）の当クラブ例会は 

休会です。 

 


