
 

 

 

２０２２年７月６日 
東京臨海 RC     【第１２４4 例会】 

東京臨海北斗 RSC 【第５３回例会】 

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 

 
 

 

 
 

 

「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 
 

 

 

 

   

 

 

６月１日の卓話 ６月１５日の卓話 

７月６日の卓話 ７月１３日の卓話 

≪2022 年 6 月 29 日例会報告≫ 

 東京臨海 RC 第 1243 回  

 東京臨海北斗 RSC 第 52 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「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 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 

東京臨海東 RC会長  今西 勇様 

東京臨海東 RC副会長 播磨 義人様 

東京臨海西 RC会長  西野 充英様 

東京臨海西 RC副会長 大星 太郎様 

東京臨海西 RC幹事  三橋 晶様 

名誉会員 栗山義広様 

米山奨学生 レー・クオック・アン様 

アトラクション（イリュージョン）  

チームＷiＺ 松山様、マリー様、サーシャ様、 

愛花ちさき様、藤山大貴様、三宅良様、池田大輔様 

 
 

■ビジター紹介：岩楯会員 

 本日は、いらっしゃいません。 
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■会長報告：佐藤大輔会長 

 
・東武ホテルレバント東京様へお中元を贈呈致します。 

・当クラブのクラブ基金に多額の寄付を頂戴いたしま

した。クラブ基金功労者になられましたので感謝状

を贈呈致します。 

 
 ・名誉会員 栗山義広様（第 6回感謝状） 

 ・名誉会員 西野充英様（第 1回感謝状） 

 
・出産祝いを岩楯佳司会員へ贈呈致します。 

 
■幹事報告：勝間田幹事  

 
・次週 7月 6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、お早めにお集まりく

ださるようお願い致します。 

・東京臨海北斗ＲＳＣのクラブ会費（2022年 7月-9月

分）の納入期限は、6月 30日です。これからお振込

み頂く方は、年度末の為、6月 30日付けで入金にな

るようにお振込みをお願い致します。 

・ガバナー月信 6月号を 6月 27日に会員皆様へメール

送信致しました。 

 

■委員会報告 

・井上次期幹事 

 ガバナー月信 7月号を 6月 27日に会員皆様へメール

送信致しました。 

 

■出席状況報告：榎本副委員長 

 
東京臨海 RC 

 会員数：62名 

出 席：44名 

欠 席：18名 

 出席率 70.97％ 

東京臨海北斗 RSC 

 会員数：21名  

出 席：17名（例会場：17名 ZOOM：0名） 

欠 席：4名  

出席率 80.95％ 

■ニコニコ BOX報告：伊佐委員 

 
(ご意向)本日は、最終例会おめでとうございます。佐

藤会長、お疲れ様でした。：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、杉浦副会長、勝間田幹事、1年間大

変お疲れ様でした。来月、三役同士でお疲れ様会や

りましょう。：西野充英会長・大星太郎副会長・三橋

晶幹事（東京臨海西ＲＣ） 

(ご意向)本日 最終例会、皆様、1年間本当にありがと

うございました。臨海ＲＣを愛してます。：佐藤会長、

杉浦副会長、勝間田幹事 

(ご意向)佐藤会長はじめ三役の皆様、1年間お疲れ様で

した。本当にありがとうございました。：斉藤会員、

佐藤正樹会員、酒井会員、山田晃久会員、今井会員、 

 尾身会員、柴田会員、井上会員、秋田会員、白井会員、

工藤会員、内海会員、村社会員、米衛会員、菅原会員、

見浪会員、小林誠会員、寺田雄司会員、坂本康朋会員、
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関口会員、竹下会員、髙橋会員、太田会員、畠山会員、

濵田会員、入澤会員、諫山会員、佐久間裕章会員、 

熊澤会員、樋口会員、櫻田会員、橋本会員、倉田会員、

笹島会員、小松啓祐会員、大西会員、須田会員、 

小田桐会員、栗山智宏会員、田村会員、伊藤会員、 

佐久間栄一会員、渡辺会員、本多会員、大貫会員、 

須藤会員、大澤会員、今会員、岩楯会員、金城会員、

吉成会員、榎本会員、伊佐会員 

(ご意向)先日、妻の誕生日に花をお送りいただき、大

変喜んでおりました。ありがとうございました。 

：小松靖教会員 

※東京臨海東ＲＣ様・東京臨海西ＲＣ様・栗山義広様

(名誉会員)よりお祝金を頂戴いたしました。 

 

 
 

■乾杯挨拶：佐久間裕章直前会長 

 
■ご挨拶 

・東京臨海東 RC会長  今西 勇様 

 
・東京臨海西 RC会長  西野 充英様 

 
・米山奨学生 レー・クオック・アン様 

 
■アトラクション・イリュージョン 

紹介：白井職業奉仕委員長 

チームＷiＺ 松山様、マリー様、サーシャ様、 

愛花ちさき様、藤山大貴様、三宅良様、池田大輔様 

 

■退任挨拶 

・東京臨海北斗 RSC議長 坂本康朋様 

・東京臨海 RC副会長 杉浦孝浩様 

・東京臨海 RC・東京臨海北斗 RSC幹事 勝間田健一様 

・東京臨海 RC会長 佐藤大輔様 

 

■「手に手つないで」（手を繋がずに） 

 
■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 

 
 

 
 

就任のご挨拶 
 

 

 

東京臨海ロータリークラブ 

会長 杉浦孝浩 

 

今年度第２９期の会長を仰せつかりました杉浦孝浩で 

す。よろしくお願い致します。 

今年度のターゲットは「奉仕して学び向上しよう」 

Serve,learn and improve です。 

活動方針として ①活動的で元気なクラブを運営する 

②ロータリーの理解度を深める ③奉仕活動を実践す 

る、という方針を決めました。 

今年度は多くの会員の皆様に様々な活動に積極的に参 

加してもらいロータリーの楽しさや理解度を深めても 

らいたいと考えております。例会から始まり少人数で 

集まる親睦活動からクラブ単位で行うイベント、分区 

のイベントや地区のイベントなど様々な機会で経験し 

てもらいたいと思います。 

若い会員が多く活発的な当クラブが更にレベルアップ 

してもっと元気なクラブになったら良いなと思います。 

まだまだ若輩者ではありますが、皆様のご協力を頂き 

【57 件 182,000 円 今年度累計 2,143,000

円】 
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精一杯務めさせて頂く所存でございます。 

一年間どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

東京臨海ロータリークラブ 

副会長 酒井教吉 

 

今年度、副会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。 

今年度杉浦会長のターゲットであります「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。 

また皆さんが「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？」を体験で 

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をよろし 

くお願い申し上げます。 

みんなでロータリーを楽しみましょう！ 

 

 

 

 

東京臨海ロータリークラブ 

幹事 井上晴貴 

 

今年度、幹事を拝命いたしました井上晴貴でございま 

す。 

今年度は、29周年ということと、30周年に向けての大 

切な年となります。今年度の杉浦会長年度の運営を楽 

しみつつ、次年度の大切な年の準備をしっかりと行っ 

ていきたいと考えています。 

非常にやりがいのある年度に幹事として運営できるこ 

とに喜びを感じ、様々な会員と力を合わせて、協働し 

ていけることを目指していきます。 

様々な行事を通して、自分の成長のチャンスを頂けた 

ことに感謝し、皆様の期待に副えるように挑戦いたし 

ます。 

臨海 RCのターゲット「奉仕して学び向上しよう」、臨 

海北斗 RSCのターゲット「自主性を持った奉仕と運営」 

を大切に行動いたします。どうぞ宜しくお願い致しま 

す。 

 

 

 

 

東京臨海北斗ロータリー衛星クラブ 

議長 小松啓祐 

 

東京臨海北斗ロータリー衛星クラブも 3期目を迎える 

ことができました。 

今期、東京臨海北斗ロータリー衛星クラブの議長を仰 

せつかりました小松でございます。 

皆様、今期も宜しくお願い致します。 

今期は『自主性を持った奉仕と運営』をターゲットに 

クラブを運営して参ります。 

しかしながら、現状では月 1回の例会現地参加の為、 

実際に 0から 1を生み出す新たな奉仕活動や例会運営 

は困難と考えております。 

従いまして、東京臨海 RCが主になり活動する親睦及び 

奉仕活動、例会運営に対して、積極的に且つ自主性を 

持って多くの会員と参加していきたいと考えておりま 

す。 

又、発足してまだまだ期間が短いこと、そして新型コ 

ロナウイルスの影響により発足以降、親睦が深めづら 

い環境であったこともございますので、今期も前期の 

ターゲットである『クラブライフを楽しもう』を承継 

して参ります。 

今期は前期以上に、会員同士が交流し、自主性を持っ 

た奉仕と運営に注力していきたいと考えております。 

皆様のお力添えなくしては今回のターゲットは達成出 

来ませんので倍旧のお力添えを頂けると幸甚でござい 

ます。 

今期も宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

東京臨海北斗ロータリー衛星クラブ 

副議長 大貫翔吾 

 

東京臨海北斗ロータリー衛星クラブの本年度副議長を 

拝命した大貫です。 

とても若輩者で教わる事ばかりではありますが、小松 

議長を筆頭に衛星クラブの会員皆さまと共にロータリ 

ーライフを謳歌できるようにサポートと自らも参画意 

欲を高めていき、小松議長のターゲットでもある「自 

主性を持った奉仕と運営」に追従していくと同時にク 

ラブの活性化と懇親を深めていきたいと考えておりま 

す。 

宜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 

幹事 井上晴貴 

 

東京臨海北斗ロータリー衛星クラブの幹事を拝命した 

井上です。小松啓祐議長のターゲットは「自主性を持 

った奉仕と運営」です。本年度は衛星クラブの皆さま 

に、よりもっとロータリークラブを知って頂くために、 

様々な行事に参加して頂きたいと思います。楽しく参 

加できるように、情報を発信していきたいと思います 

ので、宜しくお願い致します。 

 


