
 

 

 

２０２２年７月１３日 
東京臨海 RC     【第１２４５例会】 

東京臨海北斗 RSC 【第５４回例会】 

「五大奉仕委員長就任挨拶」 

クラブ奉仕委員長 酒井 教吉様 

職業奉仕委員長  本多 信雄様 

社会奉仕委員長  坂本 康朋様 

国際奉仕委員長  勝間田健一様 

青少年奉仕委員長 大西 洋平様 

 
 

 

 
 

 

 

「 クラブ奉仕部門フォーラム 」 

総合担当： 

クラブ奉仕委員長 酒井 教吉様 
 

 

 

 

   

 

 

６月１日の卓話 ６月１５日の卓話 

７月１３日の卓話 ７月２７日の卓話 

≪2022 年 7 月 6 日 2022-2023 年度初例会報告≫ 

 東京臨海 RC 第 1244 回  

 東京臨海北斗 RSC 第 53 回  

司会：柴田 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 

記念品贈呈：佐藤大輔直前会長・勝間田健一直前幹事

へ記念品贈呈：パスト会長バッチ･パスト幹事バッチ 

◇東京臨海北斗ロータリー衛星クラブ 

記念品贈呈：坂本康朋直前議長へ記念品贈呈（ネクタ

イ＆ウォッチケース） 

 

  
■点鐘：東京臨海 RC 杉浦孝浩会長 

    東京臨海北斗 RSC 小松啓祐議長 

  
■国歌斉唱「君が代」 

：ソングリーダー：吉成副委員長 

■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 

：酒井副会長 
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■来賓・ゲスト紹介：杉浦会長 

東京江戸川ロータリークラブ   

会 長 山本昌之様 

副会長 田中吉嗣様 

幹事  小林 司様 

 東京臨海東ロータリークラブ   

会 長 播磨義人様 

副会長 廣田德子様 

幹 事 鈴木孝親様 

 東京臨海西ロータリークラブ   

会 長 大星太郎様 

副会長 三橋 晶様 

幹 事 継岩憲二様 

米山奨学生 レー・クオック・アン様 

 

■ビジター紹介：白幡会員 

 堀江成章様（渡辺会員ゲスト） 

佐藤成雄様（榎本会員ゲスト） 

 

■乾 杯：佐藤大輔直前会長 

   
■会長報告：杉浦会長 

・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 2022-2023年度 

地区委員紹介 

 ◇ガバナー補佐・地区会員増強委員会委員 

：髙橋映治会員 

 ◇地区公共イメージ部門アースデーチーム委員 

：佐藤正樹会員 

 ◇地区クラブ運営支援部門クラブ奉仕委員会委員 

：勝間田健一会員 

 ◇地区ロータリー財団部門資金推進委員会委員 

：佐久間裕章会員 

 ◇地区米山奨学部門委員：山田晃久会員 

 

・ご挨拶：米山奨学生 レー,クオック アン様  

 
・2022年 6月 30日付けで、東京池袋 RCと東京豊島東

RCが合併し、東京池袋豊島東ロータリークラブとし

てクラブが誕生しました。 

  

■幹事報告：井上幹事  

・ロータリーの友７月号、バギオだより 7 月号をメー

ルボックスに配布しました。 

・当クラブの会員名簿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 14：00より、3階「松・

桐の間」にて開催致します。 

  
 

■委員会報告 

・親睦活動委員会（佐久間裕章委員長） 

 親睦旅行の件 

  
■出席状況報告：榎本委員 

東京臨海 RC 

 会員数：57名 

出 席：42名 

欠 席：15名 

 出席率 75.00％ 

東京臨海北斗 RSC 

 会員数：25名  

出 席：14名（例会場：14名 ZOOM：0名） 

欠 席：11名          

出席率 56.00％ 

  
 



 

 

V

OL.26-No.1 

 

 

■ニコニコ BOX報告：今井委員 

(ご意向)杉浦会長、初例会おめでとうございます。 

：会長 山本昌之様・副会長 田中吉嗣様・幹事 小林

司様（東京江戸川ＲＣ） 

(ご意向)初例会おめでとうございます。：会長 播磨義

人様・副会長 廣田德子様・幹事 鈴木孝親様（東京臨

海東ＲＣ） 

(ご意向)杉浦会長、酒井副会長、井上幹事、初例会おめ

でとうございます。：会長 大星太郎様・副会長 三橋

晶様・幹事 継岩憲二様（東京臨海西ＲＣ） 

(ご意向)本日 初例会、よろしくお願いします。一年間、

楽しくいきましょう。：杉浦会長、酒井副会長、井上

幹事 

(ご意向)杉浦会長、酒井副会長、井上幹事、初例会おめ

でとうございます。勇気と情熱そして行動 頑張って

下さい。：斉藤会員 

(ご意向)新年度、一年間頑張ります。よろしくお願い

致します。：井上幹事 

(ご意向)昨年度は大変お世話になりました。今年度は

国際奉仕委員長として頑張りますので、引続きご協

力お願い致します。：勝間田会員 

(ご意向)新年度初例会、おめでとうございます。杉浦

会長、酒井副会長、井上幹事、1年間よろしくお願い

致します。：寺田雄司会員、山田晃久会員、柴田会員、

小松啓祐会員、倉田会員、伊佐会員、田中会員、 

佐久間裕章会員、佐藤大輔会員、諫山会員、村社会員、

内海会員、小林誠会員、寺田千春会員、渡辺会員、 

竹下会員、樋口会員、米衛会員、関口会員、須藤会員、

櫻田会員、見浪会員、本多会員、髙橋会員、大貫会員、

橋本会員、榎本会員、熊澤会員、田村会員、畠山会員、

小田桐会員、佐久間栄一会員、坂本会員、栗山会員、

今会員、秋田会員、尾身会員、笹島会員、入澤会員、 

大西会員、金城会員、工藤会員、今井会員 

※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。 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

■来賓祝辞 

・東京江戸川ロータリークラブ会長 山本昌之様 

皆さんこんにちは。江戸川 RCの今年度会長 山本昌之

と申します。まずは、杉浦会長、会長就任おめでとうご

ざいます。私どもの例会にも三役でお越しいただきあ

りがとうございました。私も初例会でとても緊張して

いたのですが、きっと杉浦会長も緊張しておられると

思ってきましたが、こうして隣に座っていると全く緊

張せず楽しんでいる様子が伺えます。今日は私どもの

会からも、副会長 田中吉嗣、幹事 小林司の三名で

伺わせていただいております。私は昨年度も何回か伺

わせていただいたので大体の雰囲気はわかっておりま

したが、副会長や幹事は初めてですので臨海さんの雰

囲気が自分たちのクラブと相当に違う印象で、ある意

味うらやましいと感じていると思います。人数も衛星

クラブと合わせて 80 名を超えているというところで、

我々も見習わなくてはいけないなと感じているところ

です。臨海さんらしい若い力で運営されているのがと

てもうらやましく、昨年度の佐藤パスト会長が「若い

力があるがまだ育っていない」とおっしゃっていて、

それが今年度会長のテーマ‘奉仕して学びを向上しよ

う’につながっているのかなと思います。 

週報を拝見しまして、一番最初に活動的で元気なクラ

ブと書いてありましたがもう達成されているのではな

いか、すでに楽しいクラブ運営をされているなと感じ

ております。今後はロータリーの理解を深める、奉仕

活動を実践していく中で、私どもも出来るところは一

緒に活動して行くということで、また、東京臨海北斗

ロータリー衛星クラブ議長さん、緊張されてますか？

まだ出番は少ないと思いますが皆さんと一緒に楽しん

で活動していただければと思います。杉浦会長と一年

間頑張っていきたいと思っております。よろしくお願

いいたします。 

 
 

・東京臨海東ロータリークラブ会長 播磨義人様 

皆さんこんにちは。東京臨海東ロータリークラブ今年 

度会長 播磨義人と申します。杉浦会長はじめ、三役 

の皆様、また会員の皆様、東京臨海北斗ロータリー衛 

星クラブの皆様、本日は初例会おめでとうございます。 

本日は、廣田副会長、鈴木幹事と三名でお伺いしてお 

ります。緊張感がすごいです。今日は、皆さんをどんぐ 

りだと思って話をしようと考えていましたが・・・。昨 

日は皆様にも自分のクラブで挨拶をして頂きましたが、 

久しぶりに挨拶をするこの緊張感はすごく大事なこと 

だと思います。このクラブの良いところは、ロータリ 

アンは皆平等だと思っています。まず奉仕をすること、 

【50 件 156,000 円 今年度累計 156,000 円】 

当クラブ例会変更 

7月 20日（水）休会（祝日週） 
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地域のボランティアとして社会に良いことをする団体。 

このロータリークラブは、その前に社会勉強、社会人 

として立派な段取りを一つ一つ積み上げ、少し間違え 

ば直してくれる方がいて、それは本当に素晴らしいこ 

とだと思いますし、宝であると思います。特に、若い新 

入ロータリアンの方はほかのロータリークラブではこ 

のような教え方はしてくれないと思いますし、会社で 

もそうだと思います。皆さんは社会人でもありますし 

経営者でもあります。だんだん人は教えてくれなくな 

るし、上に行けば行くほど耳も遠くなり、教えてくれ 

る人も少なくなっていきます。そんな中で、このロー 

タリークラブは悪く言えば軍隊のような、軍団という 

だけはあると思います。私は第２５８０地区で一番だ 

と心から思っています。私はこんなクラブと一緒に例 

会や活動を出来ることをうれしく思っております。皆 

さん一年間よろしくお願いします。杉浦会長、小松議 

長、一緒に頑張っていきましょう。本当に少ない人数 

で、アットホームでこんなにきちっとしていませんけ 

れど、たくさん勉強して少しでも取り入れていいクラ 

ブにしたいと思っていますので皆さんどうぞご鞭撻の 

ほどよろしくお願いします。ありがとうございました。 

 
 

・東京臨海西ロータリークラブ会長 大星太郎様 

皆さんこんにちは。 

東京臨海西ロータリークラブ本年度会長 大星太郎と

申します。この度は初例会おめでとうございます。ま

た、先日の当クラブの初例会では杉浦会長、酒井副会

長がお越し下さり、お祝いを頂戴いたしまして誠にあ

りがとうございました。当クラブの初例会で、杉浦会

長より来賓のご挨拶を頂いたのですが、その時に大変

我々のクラブの成長を褒めていただきました。「だいぶ

親クラブに追いついてきたな」とご挨拶頂いたわけで

すが、ご存じのとおり我々のクラブは三年半前に親ク

ラブであります東京臨海ロータリークラブさんの支援

で立ち上がりました。その節は本当にありがとうござ

いました。それ以来、我々素人集団なものですからカ

ルガモの子供が親を追いかけるように、親が道路を渡

れば赤信号でも渡るとか、タバコを吸いに行けばつい

ていきますし、良い面も悪い面もたくさん学ばさせて

いただきましてお陰様である程度成長できました。そ

の親クラブの会長さんよりお褒めの言葉を頂いて大変

光栄に思いました。ただ、まだまだロータリークラブ

としては中身は成熟しておりません。親クラブさんは

今回 RCC を立ち上げ、積極的に活動を開始されるとの

ことで、我々も早くそういった地域社会に喜ばれるよ

うな存在になりたいと頑張っております。今後、杉浦

会長も私も同じ立場ですから、一緒に切磋琢磨しなが

ら活動できればと考えております。短いご挨拶ですが、

私のお祝いのご挨拶とさせていただきます。おめでと

うございます。 

 
 

■三役就任挨拶 

東京臨海ロータリークラブ 

・2022-2023 年度 杉浦孝浩会長  

皆さん。こんにちは本年度会長という大役を仰せつか 

りました杉浦孝浩です。 

1年間宜しくお願い致します。 

また、井上幹事・酒井副会長・小松議長、三役＋議長と 

して力を合わせて楽しくやりましょう。 

まずは初例会なので今年度の国際ロータリー、それか 

ら地区の話、そして私のターゲットの話をします。 

国際ロータリー会長はジェニファー・ジョーンズ会長 

です。ロータリー１１７年の歴史で初めての女性の会 

長です。彼女はカナダ・ウインザー・ローズランドロー 

タリークラブ所属でメディアストリートプロダクショ 

ンというテレビやビデオ制作の会社の創業社長です。 

またウインザー大学の理事長の経歴を持っています。 

ジェニファー・ジョーンズ RI会長のテーマは「IMAGINE 

 ROTARY」です。彼女は「私たちには皆、夢があります。 

しかし、そのために行動するかどうかを決めるのは私 

たちです」とし、ロータリーのような団体がポリオの 

根絶や平和の実現といった大きな夢を抱くなら、「それ 

を実現させる責任は自分たちにある」と語りました。 

また会員の積極的な参加こそが重要と話しております。 

当クラブが所属する第２５８０地区は７月１日現在７ 

０クラブ（先月、一ツ橋 RCが誕生しましたが、池袋 

RCと豊島東 RCが合併）２８３１人の会員がおります。 

ガバナーは東分区の東江戸川 RC所属の嶋村文男ガバ 

ナーです。 

ガバナー信条は２つ 

・ロータリーの未来のために行動しよう 

・世界の平和のために手を差しのべよう 

地区の運営方針が５つあります 

・ロータリーの「奉仕の理念」が確立された歴史を再認

識し、ロータリーの未来への可能性に挑戦しましょ

う。ロータリーの目的を理解し、奉仕の理念を携え

て、ロータリアンとしての実践・行動につなげてい

きましょう 

・未来を託す青少年奉仕活動の新しいクロスプロモー

ション事業をローターアクターと共に展開しましょ

う→当クラブでも８月２４日に江戸川 RAC の鈴木会
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長に卓話をお願いしています。 

・「ロータリーは人を育て向上させる場」の認識を高め、

会員基盤の向上を図り、会員増強に繋げましょう 

・世界を変える行動人として、海外との交流を通じて、

国際理解と善意を育み世界の平和を希求する→１０

月２３日の世界ポリオデーの一環として地区全体で

街頭募金活動をします。 

・DEI「Diversity（多様性）・Equity（公平さ）・Inclusion

（包括）」をクラブ・地区に浸透させましょう→すべ

ての人の尊厳を守り、すべての人と尊重をもって接

し、すべての人の声に耳を傾けられるようにすると

ともに、親睦、奉仕、リーダーシップの公平な機会を

設けることに力を注ぎましょう。 

といった嶋村ガバナーからのメッセージが届いていま 

す。ガバナー月信読みましょう。 

東京臨海ロータリークラブの私のターゲットは「奉仕 

して学び向上しよう」です。 

詳しい内容は先月のクラブ協議会でたっぷり話しまし 

たので割愛しますが、要点だけ少し話します。 

「奉仕」とは地域社会のための奉仕活動などを思い浮 

かべるかもしれませんが、その意味だけではありませ 

ん。むしろクラブ奉仕に重きを置き、例会に出席する 

とか、与えられた役割を全うするとか出席確認に返信 

する、行事に参加するなど身近で出来ることをまず実 

践してもらうことから奉仕の始まりとなるんじゃない 

かなと考えております。それだけでも多くの仲間であ 

る会員が助かることが多いです。 

家庭集会で寺田会員がとてもいい話をしていました。 

「大きな利益が出るとても大事な用件があったら何が 

何でも行くでしょ？他の用事が入ったからと断らない 

でしょ？ロータリーの例会はそのとても大事な用件と 

して僕は手帳に全てスケジュールしている。だから他 

の用事を入れないように必ず例会に出席する」と、ま 

た村社会員も「例会に行くときは必ず２人以上に質問 

をすることを考えて行くようにしている。」と話してい 

ました。目的を持って例会に重きを置いている姿勢は 

とても勉強になりました。良い話だったので家庭集会 

だけに留めておくのは勿体無いと思い今日皆さんの前 

で披露させて頂きました。 

ロータリーって楽しいなと思う瞬間は沢山あります。 

ひとそれぞれ感じ方は違いますので、もちろん私は皆 

さんを楽しくさせてあげることはできません。しかし 

楽しめる「機会」を私は作ります。そんな一年にしたい 

なと思います。 

皆さん何のためにロータリーに入りましたか？奉仕が 

したくて入りました？そんな人は少ないと思いますが、 

仕事を増やしたい？色々あると思いますが、本当は自 

分自身を磨いて向上する為じゃないですか？自分磨き 

ができる機会に触れましょう。他クラブも見たいとメ 

ーキャップも希望であれば私も付き添いますので気軽 

に声かけてください。 

私は２０１４年６月２５日入会なので丸８年となりま 

す。今までとてもお世話になり私自身を向上させてく 

れたこの臨海ロータリークラブが大好きです。私にと 

ってかけがえのない居場所となりました。また、私は 

クラブから地区へ５年間行かせて頂きました。ロータ 

リー財団４年、昨年度は幹事団として地区副幹事を経 

験しました。とても学びの多い機会となり沢山勉強さ 

せて頂きました。 

今年度はクラブに恩返しするつもりで尽力し、そして 

次年度３０周年の節目で周年事業クラブ拡大に貢献し 

たいと考えております。私のモットーであり特技は何 

事も「楽しむ」ことです。楽しむために学びます。楽し 

むために人と関わります。この会長年度もたくさん楽 

しみたいと思います。会長って楽しそうだなと思って 

もらえるよう努めます。次の会長候補がたくさん出て 

くるように。 

この一年皆様のご協力が必要です。何度も言いますが 

ロータリーを楽しめる機会を増やします。皆さん積極 

的な参加をお願い致します。 

今年度一年宜しくお願い致します。 

 
 

・2022-2023 年度 酒井教吉副会長 

今年度、副会長を拝命致しました。酒井教吉です。 

宜しくお願いします。 

昨年度は地区国際大会参加推進委員長としてやらせて 

いただき、同時に現在は財団法人バギオ基金や日台親 

善会議の幹事をやらせて頂いております。 

当クラブにおいては今まで国際奉仕や職業奉仕といっ 

た分野の仕事を理事としてやらせていただきました。 

今年度は副会長として杉浦会長のターゲットでもあり 

ます【奉仕して学び向上しよう】（Serve Learn and  

Improve）【SLI】を合言葉に会長、幹事の補佐をしなが 

ら推し進めていきたいと考えます。 

同時に 30周年の会長エレクトとして 1年間の準備期間 

の中で、しっかりと勉強をして立派な 30周年を目指し 

たいと希望します。 

また「何のためにロータリーに入ったのか？」「ロータ 

リーに入って何が変わったのか？」を実感できるよう 

な活動を一緒に楽しみながらやっていける 1年にした 

いと願っております。 

そして全員が力のある元気なクラブ運営をやっていく 

所存でございますのでどうか皆様のご協力よろしくお 

願い申し上げます。 

みなでロータリー楽しみましょう！ 
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・2022-2023 年度 井上晴貴幹事（東京臨海 RC・東京

臨海北斗 RSC） 

本年度、東京臨海ロータリークラブ、東京臨海北斗ロ 

ータリー衛星クラブの幹事を仰せつかりました井上晴 

貴と申します。よろしくお願いいたします。また、本日 

ご来賓の皆様誠にありがとうございます。私は、コミ 

ュニケーションが下手な人間なので本年度一年訓練し 

ようと心がけております。先ほど杉浦会長がおっしゃ 

いましたが、楽しむためにどのように根回しから、行 

動・計画・未来と分けて様々考える年となります。皆 

様、私は入会してから週報や SAA というところを歴任 

しましてロータリーのことを少し知っているかと思っ 

ていたら、幹事の様々な仕事を体験させていただいて 

おりますが、全くもって知らなかったということが判 

明しました。これから更にロータリーのことを勉強し 

ていきますので皆さんもロータリーのことでわからな 

いことがありましたら私に聞いていただいて、私もわ 

からないと思いますので共に調べて私が説明できるよ 

うな形をもって、把握して成熟していきたいと思って 

おります。皆様の声を一生懸命聞いて、集めて、それを 

実践して持っていけるように心がけて目配り、気配り、 

心配りを心がけていきたいと思います。最後に、手前 

味噌でございますが先ほど、バギオだよりに酒井会員 

が載っておられました。先日のバギオ訪問の記事が載 

っております。また、こちらも手前味噌でございます 

が、ロータリーの友を読んでいただきたいと思います。 

49 ページに酒井会員がバギオ訪問のことを宣伝してお 

ります。幸先いいお知らせでございます。どうぞ皆様 

今年度一年よろしくお願いいたします。 

 
 

 

 

 

東京臨海北斗ロータリー衛星クラブ 

・2022-2023 年度 小松啓祐議長 

皆様、こんにちは。 

改めまして、東京臨海北斗ロータリー衛生クラブ議長 

を仰せつかりました小松でございます。皆様、一年間 

宜しくお願い致します。 

今期の我がクラブのテーマは『自主性を持った奉仕と 

運営』になります。 

昨年度はコロナ禍と言うこともあり、様々な活動が制 

限されました。 

そして、我がクラブは衛生クラブと言う特徴もあり、 

中々自クラブのみで、新しい活動をしていくと言うの 

は困難な状態ではございます。従いまして、今期は従 

来より更に東京臨海 RCと連携し、テーマ通り、奉仕活 

動はじめ親睦活動、クラブ運営に重点を置いていき、 

多くの会員に自主性を持って、そして積極的にご参加 

頂きたい。と思っております。具体的には、奉仕活動に 

おいてはオレンジボール、パラボール、らいおんはー 

と等様々な奉仕活動を予定しております。クラブ運営、 

例会運営においては、まずは例会に出席頂くこと。 

そして、自身の担当委員会を把握頂き、当該の委員活 

動の際には積極的にご参加頂き、臨海 RCとの連携をよ 

り強固なものにしていきたいと考えております。そし 

て、最後に親睦ですが、我がクラブは創立 3年目のま 

だまだ若いクラブでございます。兎にも角にもコロナ 

禍で制限されていた会員同士の交流及び親睦なくして 

は、クラブの発展は困難だと考えております。 

その際には繰り返しになりますが、多くの会員の皆様 

と親睦を深めて行きたいと考えておりますので、皆様 

の積極的な、そして自主性を持ったご参加をお待ちし 

ております。何卒ご協力の程、宜しくお願い致します。 

結びになりますが、私自身まだまだ若輩者でございま 

す。至らない点が多々あると思いますが、温かい目で 

見守って頂き、ご指導ご鞭撻頂けると幸いです。 

改めまして今期一年間宜しくお願い致します。 

 
 

・2022-2023 年度 大貫翔吾副議長 

皆様お疲れ様です。 

ただいま紹介にあずかりました今年度東京臨海北斗ロ 

ータリー衛星クラブ副議長を仰せつかりました大貫翔 

吾と申します。私はまだ入会して一年半という、先ほ 

ど議長が若輩者と言いましたが私はその十倍ほど若輩 

者と自負しております。ですが、せっかく頂いた責務 

です。喜んで楽しく頑張っていきたいと思います。今 

年度のテーマは‘自主性を持った奉仕と運営’となり 
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ます。私自身グループの人間でございますので、私が 

主導していろんな活動を促したり、そういった自主性 

に対して皆の意識を高めていけるような行動をしてい 

きたいと思い、今年一年頑張りたいと思いますので、 

皆さんよろしくお願いいたします。 

 
 

■点鐘：東京臨海 RC 杉浦孝浩会長 

    東京臨海北斗 RSC 小松啓祐議長 

 

 
 

五大奉仕委員長就任挨拶 
 

 

 

クラブ奉仕委員長 酒井教吉 

 

 

今年度、クラブ奉仕委員長を拝命致しました「酒井教 

吉（のりよし）」です。よろしくお願い申し上げます。 

クラブ奉仕委員会は様々な機能を持ち、「会員の増強」、 

「会員の質的向上」「クラブの人、モノ、金についての 

活性化」「仲間間の交流＝親睦活動」、「会場監督・運営 

=SAA」、「プログラム構成、公共イメージ」「会計」等の 

分野に分かれ、クラブの根幹の運営、活動となります 

が、基本はすべて会員の皆様のために何ができるかと 

いうことの追求だと思っております。 

従って、みんなが元気で活発に活動ができ、楽しく参 

加できるクラブ運営を目指します。 

またロータリーに入会した意義を感じ、各々の倫理観 

をレベルアップさせ、切磋琢磨していき、お互いの親 

睦も大いに図っていきたいと考えておりますので、何 

卒よろしくお願い申し上げます。           

 

 

 

 

職業奉仕委員長 本多信雄 

 

 

杉浦会長年度において職業奉仕委員長を拝命致しまし 

た本多です。 

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。 

私も学んで参ります。どうか皆様のご指導、ご協力を 

よろしくお願いします。 

 

 

 

 

国際奉仕委員長 勝間田健一 

 

 

皆様、今年度国際奉仕委員長に就任致しました勝間田 

で御座います。新型コロナウィルス感染拡大も少し 

落ち着いた中で頂いた役割となります。昨年度は幹事 

を務めさせて頂き、ロータリーの全体像を掴め取れて 

きたところで、この様な五大奉仕委員長のお役目を頂 

き誠に嬉しい限りです。とは言え初めてのことですの 

で、経験も浅く主旨や内容を理解できているとは言え 

ません。 

当クラブは、入会歴が浅い会員も多いことですし、今 

年度は難しいことは考えず、とにかく参加型で皆様と 

共に国際奉仕への理解を更に深めて参りたいと考えて 

います。 

執念深く活動への参加を募ることもあるかと思います 

が、会員皆様のご協力、何卒宜しくお願い申し上げま 

す。 

 

 

 

 

青少年奉仕委員長 大西洋平 

 

 

青少年奉仕委員長を仰せつかりました、大西でござい 

ます。 

お蔭様で当クラブ独自で活動の柱でもあり、反響を頂 

いている、 

・臨海ロータリークラブ旗争奪オレンジボール大会 

・NPO法人らいおんはーと（子ども食堂・学習支援） 

について、社会奉仕委員会とも連携しながら盛り立て 

て行きたいと考えています。 

その他、地区研修会グループディスカッションのテー 

マでもあった、「青少年を守る為の危機管理」にも着目 

し、留学生の安心な受け入れ・ケア、江戸川区の子供た 

ちの防災意識啓発等についても研究したいと考えてい 

ます。また、今年は RCCに立ち上げが行われました。 

杉浦新会長のもと、当委員会としてしっかり携わって 

いきたいと思っております。 

何卒、ご指導の程、よろしくお願い致します。 


