
 
 

 

 

２０２２年１月１９日 
東京臨海 RC     【第１２２７会】 

東京臨海北斗 RSC 【第３６回例会】 

 

「イニシエーションスピーチ」 

東京臨海ＲＣ会員    諫山 豊様 

東京臨海北斗ＲＳＣ会員 須田隆志様 

 

 

 

「 職業奉仕部門フォーラム 」 

総合担当： 

職業奉仕委員長 白井正三郎様 

 

 

１月１９日の卓話 １月２６日の卓話 

 ≪2022 年 1 月 5 日例会報告≫ 

新年初例会 

 東京臨海 RC 第 1226 回  

 東京臨海北斗 RSC 第 35 回  

司会：井上 SAA委員長 

■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 

 
■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 RC抜萃 Ver.唱和 

：杉浦副会長 

■来賓・ゲストスピーカー紹介：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 

副会長 播磨義人様 

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 

米山奨学生 レー・クオック・アン様 
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■ビジター紹介：寺田雄司会員 

 畠山孟賛様（大西会員ゲスト） 

 

■来賓祝辞 

・東京江戸川ＲＣ会長 稲山雄一様 

 
東京臨海ロータリークラブの皆様、新年あけまして 

おめでとうございます。本日も当クラブから副会長の 

岩楯信一と幹事の森清正が出席させていただいており 

ます。お招きいただき、ありがとうございます。本年も 

どうぞ、よろしくお願いします。また、昨年末忘年家族 

会、大変すばらしいイベントにお招きいただき、また 

たくさんのプレゼントもいただきました。重ねて、御 

礼申し上げます。 

ロータリーも半年、上半期が終わって残り後半戦にな 

っておりまして今日、佐藤大輔会長にお会いして、落 

ち着いてらっしゃるかんじかなと思いましたら,まだ 

リラックスしていない感じだったので、気持ちは一緒 

だなと思いました。 

貴クラブがガバナー訪問も終え、オープン例会も終わ 

ったとお聞きしております。当クラブはこれから、オ 

ープン例会、またガバナー公式訪問でございますので 

みなさんが経験されていることをまた教えていただけ 

ればと思っております。また、当クラブがこれから力 

をいれていかなければならないのは、やはり会員増強 

と思っております。残りの半年間で会員増強を進めて 

いこうと思うんですが貴クラブは本当に会員増強にお 

いては成し遂げてらっしゃるクラブでございますので 

これからまたご指導をお願いできればと思っておりま 

す。臨海ロータリークラブからこの半年で１番学んだ 

ことといいますのは例会を含めて、ロータリーの活動 

をやめない、とめない、停滞しないという精神、姿勢で 

すね。そういうものを自分たちも強く学ばなければい 

けないなと強く感じました。あまり話していても長く 

なってしまうので、結びになりますが、佐藤大輔会長 

をはじめ、杉浦副会長、並びに会員の皆様にとって、本 

年が素晴らしい１年になるよう祈念申し上げ、わたく 

しの新年のご挨拶とさせていただければと思います。 

 

・東京臨海東ＲＣ会長 今西  勇様 

 
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお 

願いします。昨年は、親クラブの臨海さんの職業奉仕 

活動、私は少し参加させてもらっておりました。 

今年は、社会奉仕活動のほうも親クラブの臨海さんが 

活発に活動されることと思っておりますので、それに 

も我々ついていきたいと、こういう風に思っておりま 

す。やはり、コロナ禍で自粛している場合ではないの 

ではないかということで先ほど、お話がありましたけ 

れども私もそういう風に感じております。本年、来期 

の臨海東 RCの会長も来ていますので、今年と来年、 

引き続いて勉強させてもらいたいと思っております。 

よろしくお願いいたします。 

 

・東京臨海西ＲＣ会長 西野充英様 

 
東京臨海 RCの皆様、新年あけましておめでとうござい

ます。ただいま、ご紹介いただきました東京臨海西ロ

ータリークラブの西野でございます。昨年は親クラブ

の皆様に大変お世話になりました。今年もお世話にな

る所存にございます。何卒、よろしくお願いいたしま

す。 

我々臨海西ロータリークラブは、発足時２６名でござ

いましたが、現在３６名になることができました。そ

して今月１名そして２月にもう１名ということでやっ

と４０名という体制を築くことができました。ありが

とうございます。 

そして昨年末のクリスマス家族会にも親クラブの皆様、

多大なるお祝いを頂戴しまして、ありがとうございま

す。会員と会員の家族で全部で７２名で、開催するこ

とができました。ありがとうございます。そんな中、プ

レゼント抽選会では、お掃除ロボットルンバをなんと

佐藤大輔会長があてていただきまして、ありがとうご

ざいます。よかったなと思っていたらですね、さすが

佐藤会長でございます。お祝いを後日、追加いただき

まして、誠にありがとうございます。大切に福祉活動

に使わせていただきます。 

そして我々のクラブは年度がかわる７月からは、５周

年記念の年になりましてチャーターメンバー初の会長

をお迎えして、スタートいたします。我々、臨海ロータ

リークラブの卒業組も三役を卒業し、新たな一年で本

当の意味でのスタートをきれるのかなと思っておりま

す。臨海４ロータリーの一員として、今年も奉仕活動

をつとめてまいりたいと思っております。今後ともご

指導をよろしくおねがいします。そして、私の挨拶と

かえさせていただきます。 
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■乾杯：佐久間裕章直前会長 

 
■会長報告：佐藤大輔会長 

・東京江戸川ＲＣ様・東京臨海東ＲＣ様・東京臨海西Ｒ

Ｃ様よりお祝金を頂戴いたしました。 

 

■幹事報告：勝間田幹事 

 
・次週 1月 12日（水）は、当クラブの例会は休会です。 

・ロータリーの友 1 月号を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 2：00 より 3 階「藤菊

の間」にて開催致します。 

 

■出席状況報告：榎本副委員長 

東京臨海 RC 

 会員数：59名 

出 席：44名 

欠 席：15名 

 出席率 75.86％ 

東京臨海北斗 RSC 

 会員数：22名  

出 席：13名（例会場：13名 ZOOM：0名） 

欠 席：9名  

出席率 59.09％ 

■ニコニコ BOX報告：伊佐委員 

 
(ご意向)新年あけましておめでとうございます。本年

もよろしくお願い申し上げます。：会長 稲山雄一様・

副会長 岩楯信一様・幹事 森清正様（東京江戸川Ｒ

Ｃ） 

(ご意向)本日は新年初例会、おめでとうございます。：

会長 今西勇様・副会長 播磨義人様・幹事 森山育子

様（東京臨海東ＲＣ） 

(ご意向)新年明けましておめでとうございます。本年

もよろしくお願いします。：会長 西野充英様・副会

長 大星太郎様・幹事 三橋晶様（東京臨海西ＲＣ） 

(ご意向)新年おめでとうございます。今年もよろしく

お願い致します。：佐藤会長、杉浦副会長、勝間田幹

事、佐藤正樹会員、伊藤会員、岩楯会員、今井会員、

渡辺会員、尾身会員、寺田雄司会員、白幡会員、櫻田

会員、米衛会員、須藤会員、井上会員、田中会員、坂

本康朋会員、髙橋会員、本多会員、斉藤会員、関口会

員、見浪会員、小林誠会員、竹下会員、倉田会員、樋

口会員、橋本会員、榎本会員、秋田会員、佐久間裕章

会員、入澤会員、大西会員、酒井会員、柴田会員、大

貫会員、諫山会員、山田晃久会員、小林健一郎会員、

佐久間栄一会員、金城会員、今会員、須田会員、小松

会員、太田会員、田村会員、虻川会員、内海会員、伊

佐会員 

※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。 

 
 

■獅子舞 

 

 
■新年挨拶 

・東京臨海ＲＣ会長 佐藤大輔様 

 
あけましておめでとうございます。新年のご挨拶とい 

うことで、坂本議長とともに約１０分ということで、 

今回、坂本議長が思いのたけを語りたいということで 

すので、早めに終わらせたいと思います。みなさま、お 

【49 件 135,000 円 今年度累計 951,000 円】 
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正月休みはいかがでしたでしょうか？私は、私の日頃 

のライフワークとしております、暴飲暴食を加速して 

やってまいりまして相当、今日もスーツを着るのが 

きつかったのですが、なんとか着てこられました。 

昨年は本当にロータリー活動、お疲れ様でした。 

ご協力ありがとうございました。思い起こすと７月、 

初例会で皆様とお会いできたのですがその翌週から 

緊急事態宣言により、ＺＯＯＭでということになりま 

してそれから１０月までですね。１０月にようやく対 

面で行うことができました。昨年度の佐久間パスト会 

長の年度にこのように大勢の方が入っていただいたに 

もかかわらず１０月まで満足に会うこともできずだっ 

たんですけれども１０月にようやく対面例会をするこ 

とができ、また家庭集会も活発に行われました。 

そして、忘年家族会でも大勢の皆様が本当に大変盛り 

上がることができたと思います。半期がこれで終了し 

ましたが、今年度のモットーであります”ロータリア 

ンとしての成熟”ということで、昨年大勢はいってい 

ただいた会員の皆様とともに、大所帯となった臨海Ｒ 

Ｃも成長していきたいということで掲げたターゲット 

でございますが、はいるからにはまた引き続き、例会 

を中心にまた様々な行事のほうも残っております。 

合同例会のほうもですね、コロナの関係で延期になっ 

ておりますのも、また春頃に予定しておりまして、日 

程は理事などでもんだうえでまた開催して、盛り上げ 

たいなという風に思っております。どうぞ、よろしく 

お願いします。また、今臨海が取り組む、社会奉仕活動 

も現在模索中でございます。近いうちにまた皆様に報 

告できればと考えております。そういった活動にも皆 

様ぜひ、出席していただいて、今コロナもオミクロン 

株のほうもこの先どうなるかわかりませんけれどもぜ 

ひ、先ほど江戸川ＲＣの稲山会長がおっしゃられた通 

り、ロータリーを止めるなということでぜひ活動は行 

っていきたいなと思っております。対面例会他、続け 

られる限り続けていきたいと思っております。どうか 

皆様、出席していただいてまずは出席していただかな 

いと親睦も深められませんし、毎週毎週このぐらいの 

人数来ていただけるといいなという風に思っておりま 

す。今年度、残り半年間ではありますが、次期の杉浦年 

度に引き継ぐべく、まだまだ会員増強も引き続き、昨 

年度同様続けてまいりますのでどうか、お知り合いの 

方などで、この人臨海ＲＣにいいんじゃないかという 

方をぜひご紹介頂いて、先ほど佐久間パスト会長がい 

っていたようにミリオンですか、ミリオンって１００ 

万ですか。さすがにそれは難しいとは思いますが３桁 

台に乗せたらいいなと思っておりますので、どうぞよ 

ろしくお願いいたします。 

また３月、地区大会もございますので、そういった臨 

海ＲＣ以外の地区の行事にも参加していただいて、ロ 

ータリーというものを知っていただいて深めていただ 

いて、臨海ってこうなんだなというところから、ロー 

タリーってこういう所なんだなという所に広げていた 

だきたいと思っておりますのでどうぞ、よろしくお願 

いいたします。 

私も残る半年はこれまで以上に、ＲＣならびに会長職 

をがんばっていきますので引き続き、ご協力のほどよ 

ろしくお願いします。 

それでは坂本議長が早く終われという顔をしています 

ので、私の新年の挨拶はこれで終わらせていただきま 

す。皆様、今年１年間どうぞよろしくお願いします。 

 

・東京臨海北斗ＲＳＣ議長 坂本康朋様 

 
みなさん、あけましておめでとうございます。パスト 

会長、いい笑顔ですね。昨年は本当に、衛星クラブの 

活動にご協力いただき誠にありがとうございました。 

本年、衛星クラブの議長という大役を仰せつかりなが 

ら、運営をさせていただきました。昨年はコロナとい 

う状況下の中でなかなか当クラブらしい運営ができに 

くい状況でしたが、少しずつですが、衛星クラブの 

方々と一緒になって親睦をはかれたのかなと感じてお 

ります。ロータリークラブとして衛星クラブの皆様は 

やっと１年が経過しようとしている状況です。私も、 

同様でした。１年間やってみて、こういうことをやっ 

ているクラブなんだなということが少しでも実感でき 

た１年かなと思っておりますけれども、またここにい 

らっしゃる方は、参加をしている方も、なかなかいろ 

んな理由があるでしょうけれども参加できない方も 

たくさんおられると思います。ロータリークラブに入 

会したきっかけは様々でしょうけれども、まずはクラ 

ブに参加していただいて行事に参加していただく。ま 

た、仲間を作ってもらって親睦を深めてもらうという 

のが基本となっておりますので引き続き、まずは参加 

していただいて、皆様とお顔を合わせて親睦を図って 

いきながらロータリークラブという場を楽しんでいた 

だけたらなと思っております。そのために我々、委員 

会のメンバーも、臨海ＲＣのメンバーといっしょにい 

ろいろな行事をつくりあげていけるように佐藤会長も 

次年度会長にもお願いしたいと思っております。今月 

２７日に衛星クラブとして１周年の創立記念を行わせ 

ていただきたいと思っております。また、新メンバー 

の歓迎会もできておりませんでしたので歓迎会と新年 

会をかねたイベントを企画させていただいております。 

そういう場でより大きく親睦をはかっていただきなが 

ら、またロータリークラブを知るいい機会だと思って、 

我々委員会メンバーが企画をさせていだきました。 

ぜひ、ご参加のほどよろしくお願いします。 

発足当時は、２０名からスタートさせていただきまし 

て現在は２３名のクラブとなっております。少しずつ 

増えている状況でありますが、今度度も少しずつでは 

ありますが、皆様の力をお借りしてより多くのメンバ 

ーを増やしていければと思っております。 

私事ですけれども、今期議長という大役を仰せつかっ 

て感じたことをお話させていただきます。先程、榎本 

会員にいじられたんですけれども先ほど、議長のしゃ 
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べりがうまくなったなと上から目線でいわれたんです 

が、おかげ様でわたくしも少し、こうして話す機会が 

多くなってきまして少しそういうことが成長できたの 

かなと思っております。私も会社の長として従業員を 

抱えておりまして、社員への説明責任というものがあ 

ります。その中でやはり言葉で伝えなければいけない 

ことがたくさんあると思いますのでそういう意味で私 

がこのロータリークラブの議長をしながら、社業にも 

いかせている状況です。皆さんも議長・副議長・幹事に 

いずれなると思います。自己成長の場として、全力で 

お受けしていただけるようにご協力のほど、よろしく 

お願いいたします。また、役を背負うことにより、積極 

的にロータリークラブと関わり、何事にもトライして 

いただければロータリークラブの見方も変わると思い 

ます。残り半分となりましたが、引き続きご協力よろ 

しくお願いします。本年もクラブライフをみなさんと 

楽しんでいただければと思いますので、今後ともよろ 

しくお願いします。ありがとうございました。 

 

■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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


