
 

 

 

２０２２年８月１７日 
東京臨海 RC     【第１２４８例会】 

東京臨海北斗 RSC 【第５７回例会】 

 

「イニシエーションスピーチ 」 

東京臨海北斗ＲＳＣ会員 沖政 喬士様 

東京臨海北斗ＲＳＣ会員 吉田 大作様 

 
 

 

 
 

 

 

「私のロータリーモーメント」 

東京臨海ＲＣ会員 勝間田健一様 

 
 

 

 

 

   

 

 

６月１日の卓話 ６月１５日の卓話 

８月１７日の卓話 ８月２４日の卓話 

 

≪東京臨海 RC 創立２９周年記念合同例会≫ 

2022 年 8 月 3 日 12：30～13：45 

東武ホテルレバント東京 4 階「錦の間」 

東京臨海ＲＣ第 1247回例会 

東京臨海東ＲＣ第 1171回例会 

東京臨海西ＲＣ第 96回例会 

東京臨海北斗ＲＳＣ第 56回例会 

 

司会：柴田ＳＡＡ委員長 

■点鐘：東京臨海ＲＣ    杉浦孝浩会長 

    東京臨海東ＲＣ   播磨義人会長 

    東京臨海西ＲＣ   大星太郎会長 

    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・ゲストスピーカー紹介：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 

ゲストスピーカー  

 東京臨海 RC30周年実行委員長 斉藤実様 

■ビジター紹介：櫻田会員 

 上村直矢様（寺田雄司会員ゲスト） 

 

■東京臨海ＲＣ会長挨拶：杉浦孝浩会長 

 

■来賓祝辞 

東京江戸川ロータリークラブ会長 山本昌之様 

 
 

東京臨海東ロータリークラブ会長 播磨義人様 

 
 

 

 

東京臨海西ロータリークラブ会長 大星太郎様 

 
 

■乾杯：佐藤大輔直前会長 

 

■幹事報告：井上幹事  

・次週 8月 10日は、当クラブの例会は休会です。 

・8 月のお誕生日等のお祝いは、8 月 17 日の例会時に

行います。 

・定例理事役員会を本日、14時より 3階「松・桐の間」

にて開催致します。 

 
■出席状況報告：今井会員 

東京臨海 RC 

 会員数：57名 

出 席：37名 

欠 席：20名 

 出席率 64.91％ 

東京臨海北斗 RSC 

 会員数：25名  

出 席：17名（例会場：17名 ZOOM：0名） 

欠 席：8名          

出席率 68.00％ 

 

■ニコニコ BOX報告：工藤委員 

(ご意向)29 周年おめでとうございます。3 名で参加さ

せて頂きます。：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)創立 29周年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)29 周年おめでとうございます。：羽鳥貞雄様

（東京臨海東ＲＣ） 

(ご意向)29周年記念例会おめでとうございます。杉浦

会長、頑張って下さい！：栗山義広様（東京臨海西Ｒ

Ｃ） 
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(ご意向)東京臨海 RC 創立 29 周年記念合同例会おめで

とうございます。本日の卓話、よろしくお願いしま

す。：30周年実行委員長 斉藤実会員 

(ご意向)本日、創立 29周年記念例会よろしくお願いし

ます。：杉浦会長、酒井副会長、井上幹事、竹下会員、

伊佐会員、田中会員、柴田会員、本多会員、須藤会員、

小松啓祐会員、小田桐会員、倉田会員、勝間田会員、

寺田雄司会員、今会員、村社会員、尾身会員、坂本会

員、佐久間裕章会員、佐藤大輔会員、熊澤会員、 

櫻田会員、小林誠会員、樋口会員、見浪会員、濵田会

員、橋本会員、田村会員、山田晃久会員、入澤会員、 

髙橋会員、大貫会員、関口会員、諫山会員、畠山会員、 

大西会員、笹島会員、菅原会員、大澤会員、須田会員、 

佐久間栄一会員、渡辺会員、栗山会員、小林健一郎会

員、吉成会員、内海会員、今井会員、工藤会員 

※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。 

 

 
 

■卓話  （紹介者：杉浦孝浩会長） 

「当クラブの変遷と 30周年に向けて」 

   東京臨海 RC 30周年実行委員長 斉藤実様 

（当クラブ元会長） 

 

皆さん改めて今日は東京臨海ロータリークラブ創立 29 

周年おめでとうございます。来年はいよいよ 30周年を 

迎えます。 

今日は当クラブの生い立ちや現在までの変遷と 30周 

年に向けての抱負をお話ししたいと思います。よろし 

くご清聴お願いします。 

東京臨海ロータリークラブは 1994年 8月 8日親クラブ 

であります東京江戸川ロータリークラブの 30周年記 

念事業として創立誕生いたしました。特別代表に伊藤 

三好さん、拡大補佐に宇田川政之さん、江戸川ロータ 

リークラブ会長 田口浩さん、江戸川ロータリークラブ 

幹事 長尾謙一さん、またその時のガバナーの小久保晴 

行さんは最年少のガバナーでフランス語を話す人でし 

た。地区幹事が増田一美さんでした。 

江戸川ロータリークラブの皆さんには演台、メールボ 

ックス、名札、その他備品に至るまで大変お世話にな 

りました。 

しかし親の言うことをあまり聞かない鬼っ子クラブと 

して勝手に歩き始めました。 

初代会長が事件を起こし退会を余儀なくされ、残され 

た三代目会長と四代目会長と幹事だった私と 3人で相 

談し力を合わせて頑張ろうと決心しました。 

いろいろありましたが、一つ感謝していることがあり 

ます。それは、この東京臨海ロータリークラブを最初 

に創ってくれた人だからです。今、臨海軍団と言われ 

る 150名近い仲間と出会うことが、知り合うことがな 

かったと思います。 

そして五代目会長に私が任命され、幹事に大矢貫さん 

とミッシェル、トニーのコンビで走り出しました。 

インターシティーミーティングのホストクラブとして 

ホテルニューオータニで、実行委員長高松さんのもと 

盛大に開催しました。また、5周年の記念式典も須藤さ 

んを実行委員長に、当時のロッテ会館で挙行いたしま 

した。台北仁愛ロータリークラブの姉妹クラブの続盟 

式を執り行いました。メンバーの強い結束が生まれま 

した。この時 56名の会員がいました。 

 

6代目会長 嶋田 昭平 

7代目会長 松田 政勝 

8代目会長 植木 芳勝 

9代目会長 芦澤 達雄 

10 代目会長 大矢 貫  10 周年記念事業として行

船公園の庭園石田波郷の石碑を多田区長に選んでも

らった‘立春の米こぼれおり葛西橋’近くに行かれ

たらぜひ見てください。 

11代目会長 平澤 弘 

12代目会長 金澤 隆登 

13代目会長 佐久間 栄一 現在も元気で頑張ってい

ます。 

14代目会長 棚橋 公夫 

15 代目会長 高橋 龍司 15 周年記念事業として葛

西駅前の交番前にソーラーシステムの時計を寄贈し

ました。多田区長に‘心’という文字を揮毫しても

らいました。 

16代目会長 中村 群一 

17代目会長 森山 伸男 

18代目会長 大澤 成美 

19代目会長 田村 浩康 

20代目会長 橋本 豊之 この時期、どこのクラブで

も会員減少で斜陽の時代でした。最盛期の半分ぐら

いになりました。当クラブでも 31名程度です。 

21代目会長 山田 晃久 

22代目会長 入澤 昭彦 

23代目会長 高橋 映治 現在東分区のガバナー補佐

です。 

24代目会長 栗山 義広 臨海西ロータリークラブの

初代会長として活躍しています。次年度の東分区ガ

バナー補佐に決まっています。 

25 代目会長 本多 信雄 25 周年の記念として当ク

ラブの歴史を振り返るバスツアーを企画しました。 

増強委員会の中に新会員ピックアップ委員会、諸団体 

交流委員会等作り、中小企業同友会、東商、法人会青年 

部、JCなど増強に力をいれました。 

26代目会長 佐藤 正樹 

27代目会長 佐久間 裕章 ‘増強なくしてクラブの

繁栄なし’と多くの新入会員を入れました。 

28代目会長 佐藤 大輔 

29代目会長 杉浦 孝浩 現会長 

【51 件 198,000 円 今年度累計 439,000 円】 
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30代目会長 酒井 教吉 次年度 30周年会長 

 

歴代の会長をご紹介しました。次のラインナップも人 

材が当クラブは豊富です。これから 35年、40年と続き 

ます。よろしくお願いします。 

時間も限られてますので、これから少し 30周年記念式 

典についてお話ししたいと思います。 

テーマは「簡素にして充実」記憶に残る、形に残る周年 

事業にしたいと考えております。 

一つは、江戸川区内の 9つある駅で 6～7年後に区役所 

が移転し、区の中心となる船堀駅前に記念となるもの 

を建立したいと思っております。 

もう一つは、皆さんも知っているように新クラブ臨海 

南ロータリークラブも次年度７月１日以降に創立総会 

を開くべくスケジュールを検討しています。 

最後になりますが、当クラブだけではなく臨海グルー 

プも含めみんなが良いクラブになるよう助け合って、 

仲良く楽しくロータリーライフが続くことを祈念して 

卓話を終わりたいと思います。 

ご清聴ありがとうございました。 

 
■点鐘：東京臨海北斗ＲＳＣ 小松啓祐議長 

東京臨海西ＲＣ   大星太郎会長 

東京臨海東ＲＣ   播磨義人会長 

東京臨海ＲＣ    杉浦孝浩会長 

    

 
     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


