
 
 

 

 

２０２２年６月２９日 
東京臨海 RC     【第１２４３例会】 

東京臨海北斗 RSC 【第５２回例会】 

今年度最終夜間例会（18：00～20：00） 
「アトラクション・イリュージョン」 

「東京臨海 RC 三役･東京臨海北斗 RSC 議長退任挨拶」 

会長 佐藤大輔様・副会長 杉浦孝浩様 

幹事 勝間田健一様・北斗議長 坂本康朋様 

 
 

 

 
 

 

新旧役員引継式 

「東京臨海 RC 三役就任挨拶」 

会長 杉浦孝浩様・副会長 酒井教吉様・幹事 井上晴貴様 

「東京臨海北斗 RSC 三役就任挨拶」 

議長 小松啓祐様・副議長 大貫翔吾様・幹事 井上晴貴様 

 

 

 

 

 

   

 

 

６月２９日の卓話 ７月６日の卓話 

≪2022 年 6 月 22 日例会報告≫ 

 東京臨海 RC 第 1242 回  

 東京臨海北斗 RSC 第 51 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 

 
■ロータリーソング斉唱「日も風も星も」 

：ソングリーダー：今井会員 

■「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 

 
国際ロータリー第 2580地区ガバナー 若林英博様 

〃    社会奉仕委員長 時園茂樹様 

〃    社会奉仕副委員長 荒川和幸様 

RCC隊長 及川信之様 

RCC隊員 中川雅史様・RCC隊員 田所恭子様 

RCC隊員 小家将博様・RCC隊員 島村和美様 

ガバナー補佐 荒井知久様 

次年度ガバナー補佐 髙橋映治様 

分区幹事 山本昌之様 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2580地区ガバナー事務所 安井優子様 

 

■ビジター紹介：岩楯会員 

 本日は、いらっしゃいませんでした。 
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■ご挨拶 

・国際ロータリー第 2580地区ガバナー 若林英博様

 
・ガバナー補佐 荒井知久様 

 
・分区幹事 山本昌之様 

 
・次年度ガバナー補佐 髙橋映治様

 
 

■会長報告：佐藤大輔会長 

 
・本日は、例会の時間に「江戸っ子ぬくもり応援ロータ

リー地域社会共同隊結成認証状伝達式」を行います。 

 

 

 

 

・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致します。  

 第 76回感謝状：斉藤実様 

 
・小林健一郎会員がポール・ハリス・フェローになられ

ました。ロータリー財団より認証状と襟ピンが届いて

おりますので贈呈いたします。 

 
 

■幹事報告：勝間田幹事  

 
・地区大会のお礼状を 6月 20日会員皆様へメール送信

致しました。 

・次週 6月 29日は、今年度最終例会です。開始時間は

18：00 です。6 月 29 日は、昼の例会はありません。 

 

■副会長報告：杉浦副会長 

 
・6月 16日に、臨海 4Rの次年度会長・議長にて江戸川

区長を表敬訪問し、今後の活動に対する協力要請を

お願いしてまいりました。報告は、本日発行の週報

に掲載しております。 
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■委員会報告 

・秋田次年度ゴルフ幹事 

 
 6月 21日の東京臨海ＲＣ・東京臨海北斗ＲＳＣ懇親

ゴルフ大会開催報告 

・ＳＡＡ委員会（井上委員長） 

 駐車場利用の件 

 

■出席状況報告：榎本副委員長 

 
東京臨海 RC 

  会員数：62名 

出 席：35名 

欠 席：27名 

  出席率 58.33％ 

東京臨海北斗 RSC 

  会員数：21名  

出 席：7名（例会場：2名 ZOOM：5名） 

欠 席：14名  

出席率 33.33％ 

 

■ニコニコ BOX報告：伊佐委員 

 
(ご意向)1年間大変お世話になりました。ありがとうご

ざいました。：ガバナー 若林英博様 

(ご意向)1年間お世話になりました。：ガバナー補佐 荒

井知久様・分区幹事 山本昌之様 

(ご意向)本日の認証式、おめでとうございます。これ

からの活躍をお祈りしております。：地区社会奉仕委

員長 時園茂樹様（東京麹町ＲＣ） 

(ご意向)ＲＣＣの認証おめでとうございます。：地区社

会奉仕副委員長 荒川和幸様（東京麹町ＲＣ） 

(ご意向)本日は、江戸っ子ぬくもり応援ＲＣＣ認証状

伝達式よろしくお願いします。：佐藤会長、杉浦副会

長、勝間田幹事、髙橋会員、斉藤会員、井上会員、 

寺田雄司会員、田中会員、須藤会員、酒井会員、 

村社会員、秋田会員、今井会員、柴田会員、尾身会員、

入澤会員、熊澤会員、大貫会員、山田晃久会員、 

田村会員、諫山会員、小松啓祐会員、佐久間裕章会員、 

榎本会員、今会員、岩楯会員、畠山会員、本多会員、 

大西会員、小林健一郎会員、坂本康朋会員、内海会員、 

金城会員、吉成会員、工藤会員、伊佐会員 

 
 

 

■江戸っ子ぬくもり応援ロータリー地域社会共同隊 

結 成 認 証 状 伝 達 式  

進行：杉浦孝浩副会長 

【会長挨拶】佐藤大輔会長 

 
【結成認証状授与】 

若林英博ガバナーより 佐藤大輔会長と及川信之隊

長へ授与 

 
【祝辞】 

若林英博ガバナー  

 
時園茂樹地区社会奉仕委員長  

 

【38 件 89,000 円 今年度累計 1,961,000 円】 
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荒川和幸地区社会奉仕副委員長 

 
【RCC隊員紹介】 

及川信之隊長 以下全 10名の隊員をスライドで紹介 

 
【お礼の言葉】及川信之隊長 

 
【閉会の辞】杉浦孝浩副会長 

 
 

■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 

 
 

 

 

退 任 挨 拶 
 

 

 

 

 

 

東京臨海ロータリークラブ 

     会長 佐藤大輔 

 

皆様のお陰を持ちまして、無事に１年間、会長の役を 

務めることができました。 

今期は「ロータリアンとしての成熟」のターゲットの 

もと、前期佐久間会長の後を引継ぎ活動してまいりま 

した。 

皆様ご存知の通り、前期は衛星クラブの立上げを含め、 

倍増となる会員増強を成し遂げましたが、コロナの影 

響で親睦もままなりませんでした。 

今期も前半はコロナの影響により zoom例会や中止と 

なる行事も多かったですが、後半は対面で例会や様々 

な行事も行え、親睦も深まったかと思います。 

コロナ収束後のこれからがロータリー本番です。自事 

業を今一度安定させ、臨海らしい奉仕活動を活発に行 

い、地域社会になくてはならない職業人の集団となり 

ましょう！ 

今期の皆様のご協力に心から感謝いたしますとともに、 

次年度杉浦年度も、引き続きご協力のほどお願いいた 

しまして、退任のご挨拶とさせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

東京臨海ロータリークラブ 

副会長 杉浦孝浩 

 

今年度、佐藤大輔会長の大きな大きな背中を沢山見る 

ことが出来ました。様々な場面でのスピーチや心遣い、 

とても勉強になりました。 

コロナ禍の影響がある中、例会運営はハイブリッドに 

て行ったり工夫はしましたが出来なかったイベントも 

多くあります。少し悔しい思いもありますが、とても 

楽しい 1年間でした。 

また沢山の新入会員との親睦もやっと出来るようにな 

り、家庭集会も楽しい場となりました。 

今年学んだ事を活かして次年度も楽しい１年になるよ 

う頑張ります。今年出来なかった事にもチャレンジし 

て行きますので、引き続きどうぞよろしくお願い致し 

ます。 
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東京臨海ロータリークラブ 

幹事 勝間田健一 

 

皆様、一年間、ご協力頂き誠に有難う御座いました。 

昨年度、副幹事を務める中で、幹事であった今年度北 

斗ＲＳＣ坂本議長を見ていましたが、正直を申しまし 

て、自分に幹事が務まるか不安で仕方ありませんでし 

た。 

１年が経った今でも、務まっていたか不安が残ります 

が、皆様のご協力により、1年間を過ごすことが出来ま 

した。心より感謝申し上げます。 

幹事を経験させて頂いたことで、ロータリーの目的や 

活動に対する知識、組織運営、仕事の優先順位の付け 

方、処理スピードと、少なからずスキルアップが出来 

たのではないかと自分なりに振り返っています。 

ロータリークラブの活動は、自身の人生に対して、と 

ても勉強になると思いますので、ロータリー歴の浅い 

皆様も、少しずつで構いませんので、役割と目標を持 

って、活動をして頂きたいと思います。 

こつこつと役割を果たすことで、例会の出席も増え、 

コミュニケーションも増え、他の会員からの信頼も上 

がり、親睦が深まり、ロータリアンとして、社会人とし 

て、人として、成長できると考えています。 

次年度、杉浦会長の新たな目標は「奉仕して学び向上 

しよう」です。 

そちらも踏まえた上で、ロータリアンとして成長し成 

熟できるよう、皆様と一丸となって活動することを誓 

い、退任の挨拶とさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

東京臨海北斗ロータリー衛星クラブ 

議長 坂本康朋 

 

今期は皆様のお陰で無事に一年間議長職を務める事が 

出来ましたこと感謝申し上げます。 

今期のターゲットは『クラブライフを楽しもう』とか 

かげさせて頂きましたが、今期の前半は中々思うよう 

な活動が出来ない状況でした。 

衛生クラブの発足から一年が経過し、会員がやっと一 

年間の流れが多少理解が出来たのではないでしょうか。 

また、衛生クラブはオンラインが中心の例会運営です 

ので、会員が主体性を持ちながら例会に参加していく 

事はまだ時間がかかると感じました。 

しかしながら、臨海ロータリークラブがスポンサーク 

ラブという事で、衛生クラブの会員も臨海ロータリー 

クラブの会員とも徐々に親睦を図れるような状況にも 

なってきました。 

今期は対人での親睦活動、奉仕活動が当初考えていま 

した形式では出来ませんでしたが、衛生クラブ会員に 

も理解を深めて頂ける状況にもなってきました。 

来期は小松議長のもと運営を行っていきますが引き続 

き会員のご協力を宜しくお願い致します。 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


